
就労支援事業所とは？

What is 
“Employment support office”

ミンナのミカタぐるーぷ
株式会社　ミンナのシゴト
株式会社　ミンナのミライ
株式会社　ミンナのナカマ

minnanomikata.com

○R

就労継続支援 A型事業所

ミンナのミカタ ミンナのナカマ

就労移行支援事業所

企業と福祉のハイブリッド
・雇用契約を結び、利用者ではなく社員として待
 遇します（雇用保険加入）
・最低賃金が保証されます（栃木県：800 円）
・利用者ではなく社員待遇
・ハローワークからの求人と B 型からの移行が
 中心です

一般企業に行くと少し仕事ができない、しかし B
型に行くと仕事が出来すぎてしまう、
あと一歩のミンナを訓練し一般企業へと送り出す
事業です。

一般企業に就職を目指す障がいをお持ちの方に対し、就労に必要な知識・能力の向上を目的とした訓練や
準備、就職活動支援及び就職後の職場定着支援を行う事業者です。

就労継続支援 B型事業所

A型事業所、一般就労への
着実なステップアップの第一歩
・本格的な仕事が自分のペースで出来る場です
・A型へのステップアップが安心してできます

就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を
提供するとともに、生産活動などの機会の提供を
通じて、その知識および能力の向上のために必要
な訓練などを行うサービスです。



日本から障がいという言葉と概念をなくす
私たちは「障がい者」や「利用者さん」と言う呼び
方に以前から疑問を持っていました。
仕事や日常生活を見ていても健常者と何ら変わりの
無い姿を見るにつけ「ミンナと一緒だな」と言う事
から「ミンナ」と呼ぼうと決めました。
私たちはそんな「ミンナ」の「味方」であり続けたい！
そして社会一般の「ミンナ」の「見方」を変えたい！

健常者が思っている以上に凄いんだぞ！と言う想い
を込めて「ミンナのミカタ」と言う言葉が生まれま
した。
私たちは、「ミンナのミカタ」として、遠くない未来
に日本から障がいという言葉と概念をなくすことを
目指し、ミンナを雇用し全力で応援していきます。

全国 800 万人の「ミンナ」のミカタ

GROW LINK

ミンナのミカタの使命

経営理念

ミンナのミカタぐるーぷ

経営理念

経営ビジョン

Our Philosophy

人の成長を基本理念とし、自由な発想、自分のやりたいことを尊重し人と人のつながり・助け合いを大
切にしながら事業の発展を通じて社会に貢献します。

会社名 株式会社ミンナのミライ
 （旧：未来福祉人材センター）
運営責任者 兼子　文晴
所在地 〒322-0027 
 栃木県鹿沼市貝島町 512-4
 北星ビル 2F
TEL 0289-74-7577
FAX 0289-74-7576

会社名 株式会社ミンナのナカマ
 （旧：ミンナのミカタ）
運営責任者 兼子　紘子
所在地 〒322-0026
 栃木県鹿沼市茂呂 2533-12
TEL 0289-72-0317
FAX 0289-72-0318

1 2

育ち　　　　　　　　　繋がる ミンナのナカマミンナのミカタ
会社名 株式会社ミンナのシゴト
 （旧：ミンナのミカタHD）
運営責任者 兼子　文晴
所在地 〒322-0027 
 栃木県鹿沼市貝島町 512-4
 北星ビル 3F
TEL 0289-77-5885
FAX 0289-77-5886

ミンナのシゴト

IT データ入力作業提供サービス

ミンナのシゴト
株式会社 ミンナのシゴト

就労継続支援 A型事業所

ミンナのミカタ
株式会社 ミンナのミライ

就労継続支援 B型事業所

ミンナのナカマ
株式会社 ミンナのナカマ
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「障がい者だから出来ない」と思わないで、
安心して仕事をご依頼ください

Our Works
私たちの仕事について

ミンナのミカタが貢献できること

近年、日本の労働者人口の減少が進み、業種・業態
を問わず様々な企業様から「働いてもらう人が見つ
からない」「人材の確保ができない」などのお困り
の声を多く伺います。

一方、わたしたち就労継続支援事業者は、私たちと

共に働くミンナを一般企業へ就職するお手伝いをし
ています。最近でこそ法定雇用率の設定もあり、障
がい者雇用に目を向ける企業様も増えてきました
が、実態としてまだまだ定着しているとはいえない
状況です。
私たちが知っていただきたいことは、私たちのナカ

マに基本的に何も出来ないことはありません。
これまでさまざまなお仕事の依頼をいただき、お客
様からは高い信頼とご満足をいただいています。
一般的にイメージされる部品組立などの内職作業や
草刈りなどの屋外作業だけでなく、最近ではデータ
入力やweb サイト更新など IT 系サービス強化にも
注力し、「日本でいちばん IT に強い就労継続支援事
業者」を目指し、日々ミンナのスキルアップを図り、
データ入力系の作業の増大に合わせてお客様へ安心
してご依頼いただける体制作りに努めています。
パソコン入力関係の仕事を頂ければ障がいを持った
ミンナのスキルアップに繋がり自立への近道になり
ます。

ミンナのミカタでは、「障がい者施設の固定観念を
壊す品質」と「一般企業と変わらない納期」の両立
を通じて皆様に価値を提供してまいります。
豊富な実績を背景に、突発的な大型受注の時でも対
応可能です。これまでの実績をぜひご覧ください。

仕事の一部は「更に困っている
人達を助けたい」と言う思いか
ら日本財団に寄付をしていま
す。web サイトにて寄付のご
報告を行なっています。
http://minnanomikata.com/For Social InnovationFor Social Innovation
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データ入力・加工
webサイト更新代行

リスト作成

Our Services
提供サービス

日本最大級のクラウドソーシング

ミンナのミカタでは PCを使ったデータ入力作業
やリスト作成などの作業を得意としています。
web サイトから情報を抽出してリスト化する、
アドレスを収集する、Q&A の作成など高度な処
理が必要な作業もお任せください。

ミンナのミカタの理念と技術力をご評価いただき、大手も含めた様々な事業者様と連携し、データ
入力・解析など IT 分野の業務を受託しております。

web サイトの運用は手間と時間がかかる作業で
す。Wordpress 等の CMS を導入したサイトの
記事更新をはじめとした運用はもちろん、手動
で管理している web サイトについても更新内
容をミンナのミカタにお送りいただければ素早
く・正確に対応いたします。

そのままでは活用が困難な手書きのリストや、
元データを紛失してしまって印刷物しか残って
いない各種データ、個人の方なら住所録や香典
帳などの情報をデジタル化します。
納品形態やデータ形式など、ご要望に沿ってご
用意させていただきます。

提携事業者

株式会社クラウドワークス様

Sansan株式会社様

ミンナのミカタは、社会福祉に関わる企業として初めてクラウドワークスの
運用を支援する「クラウドワークス アンバサダー」に認定されました。

クラウドワークス アンバサダー プログラムでは、全国各地で地域に根ざして活動
する団体・企業が株式会社クラウドワークスと連携し、アンバサダーとして、地元
企業や個人にクラウドワークスの魅力や効果的な活用方法を伝え、イノベーション
を生み出す支援を行なっていきます。
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各種内職作業

ミンナのミカタから一般就労で就職

屋外作業

ご依頼業務

Our Services
提供サービス

Interview
お客様インタビュー

〒324-0047 栃木県大田原市美原 1-11-9
http://s-cahoo.co.jp/

データ入力・web サイト制作等

合同会社かふう 様

代表　五月女 様
弊社はエステサロンの総合サイトを運営しているので、多くの方面に仕事を外注しているのですが、
ミンナのミカタ様にお願いした仕事は、他の外注さんに比べて、細かい作業をとても丹念に調整
していただけるので、とてもやり易く、完成度の高い仕事をしていただいています。今後も多くの
仕事を発注したいと考えてます。

合同会社かふう　浅葉さん

私がミンナのミカタに入社して、パソコンの入力作業を始めた時には果たして自分にできるか？と
不安も多くありました。しかし、作業を進めている過程で自社内だけではなく取引先様とも
チャットや打ち合わせなどでやり取りをして自信や信頼などを得ることができました。
その結果、かふうさんに一般就労ができるようになりました。今の職場でも、さらなる期待に
応えることができるように、日々研鑽しています。

部品の組み立てや封入・梱包などの作業受託を行
なっています。
ミンナのミカタでは、スキルの高いミンナにより
「短納期・高品質」での作業を心がけており、継
続的にご依頼いただくお客様を多数抱えておりま
す。

委託農園での農作業、空き家の管理、メガソーラー
発電所の清掃など、屋外の作業についても多くの
人材を抱えております。
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株式会社リビングカマトク 様

代表取締役 秋澤様
仕事内容は棚卸し、製品検品、製品陳列、商品の POS 登録をお願いしています。
約１年近くの作業をしていますが、最初は慣れない作業で時間がかかったりしましたが、今
現在では商品名を言うだけですぐにカタログを探せる状態になっております。支援員の方々も
的確に指示をしてくれて、弊社の社員さんと同じように仕事を行ってくれています。
弊社の社員さんも今までは自分の仕事が優先でやらなくてはいけない仕事を後回しにしていた
時もありましたが、ミンナのミカタ様に仕事を依頼するにあたり事前の準備をしっかりする
ようになり社内の活気も増したと感じます。仕事を一緒にすることで、企業の人達と繋がり、
そして来店頂いたお客様と繋がって行き社会に参加出来るようにしたいです。

ご依頼業務

〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂 588-11
TEL : 0289-76-3939
http://kamatoku.co.jp/

棚卸し、製品検品、製品陳列、商品の POS 登録

Interview
お客様インタビュー

Voices
お客様の声

名刺打ち込みや発送業務を何社か試しましたが、こん
なに臨機応変に、かつ迅速に対応していただける会社
は今までありませんでした。また、こまめに進捗状況
の連絡をくださり、仕事の丁寧さは群を抜いていると
思います。スタッフの方々は、とても気さくで、快く
仕事を受けてくださるので、お願いしやすいです。仕
事相手をきちんと選びたい方にはおすすめの、本当に
温かみのある会社です。納期通りの対応にも常々感謝
しています。

株式会社 Carity 様
〒108-0073 東京都港区三田 1-3-33　三田ネクサスビル 8F
TEL : 03-6869-9922　FAX : 03-6745-8455

 

いつも丁寧かつ素早い対応で感謝しています。間違い
も無く正確な作業なので、お客様対応や外回りで忙し
い中、差別化したサービスを提供する上で、とても頼
りにしています。

ソニー生命保険株式会社　水野谷優輝 様
ご依頼業務： 書籍からのテキスト起こし
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ミンナのシゴト

Our Services
提供サービス

障がい者就労支援事業所専門お仕事マッチングサービス

就労支援施設が抱えるこれらの問題・課題を解決すべくミンナのミカタが
革新的な新サービスを開発しました

全国の売上確保に悩む事業所様に、東京を中心とした大手ＩＴ企業から受
注したデータ入力作業や、リスト作成、ライティングや施設外就労までを
提供できるシステムです。私たちのこの５年間の事業所運営で培ったノウ
ハウをご提供することで、同じような悩みや不安を抱えていらっしゃる就

労支援事業所様のお役に立てれば、との想いから開発いたしました。ぜひこのサービス「ミンナの
シゴト」を通じて、共に笑い、共に成長していきましょう！

         ５年間、実際に事業所を運営しているからわかること
ミンナのミカタぐるーぷではグループ会社で就労継続支援 A型・就労継続支援 B型事業所を運
営していますが、仕事の受注には私達も非常に苦労しました。法律の改定。毎年の最低賃金の上
昇。今では全国の A型事業所の約７割が売上が確保出来ていない現状。恐らく今後の運営に頭
を悩ませている事業者様が全国に沢山いると思います。

営業担当者が必要ない

ミンナのシゴトのメリット

ITスキルがなくても
安心して就労できる

成長性が高いIT業界の
仕事ができる

merit
1

merit
2

merit
3

多くの就労継続支援事業所の
経営者が悩まれている「営業」
をミンナのシゴトが代行しま
す。専任の担当者がいなくて
も仕事の確保が可能になりま
す。

現在市場規模が急拡大し、今
後もニーズの増大が予想され
る IT業界の業務に関わるきっ
かけ作りができます。まだ関
わる事業所が少ない今がチャ
ンス。

仕事は難易度など含めてミン
ナのシゴトがチェックの上依
頼を登録します。レベルに合
わせた業務を行えるほか、指
導体制も整備していますので
安心。

●● 営業経験が少なく仕事の受注が難しい　●● 受注できたとしても単価が安い

●● データ入力 作業はあると聞いているが地方の事業所なのでIT 企業が少ない

●● 工業団地等の大手企業に営業しても本社管轄なので話を聞いてもらえない

●● 営業担当を雇用する余裕がない　etc.

こんなことに
お困りではないですか？
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Our Services
提供サービス

企業

（発注者）

ミンナのミカタ 就労支援施設 施設スタッフ

・就労継続支援 A型事業所
・就労継続支援 B型事業所
・就労継続支援事業所

・クオリティの確認

お仕事の依頼

納品

依頼を登録

作業データ

ミンナのシゴトの仕事の流れ ミンナのシゴトにお仕事を依頼される企業

ミンナのシゴトを導入された就労継続支援事業所の声

ミンナのシゴトでできる仕事内容

ライティング

文章作成やHP作成

施設外就労

店舗や工場の仕事

名刺入力

名刺のリスト作成

リスト作成・データ入力

コピペから手打ちまで

クラウドワークスアンバサダー認定事業所

ミンナのシゴトは、これまでにさまざまな IT 企業様のご利用をいただいて
おります。高いニーズと豊富な実績から、現在も受注事業者は増加中です。

「PCを使用した作業をしたい」という声は多く、当社としても検討
していたところでした。今では事業所内でもトップクラスの収益を上げ、
自信を持って仕事に取り組んでいます。

名刺入力作業を導入し、体を動かす作業が苦手な利用者さんがイキイキと
仕事をしています。人により理解するスピードは違えど、自信に繋がりやす
い作業です。

真
写
顔

 

カルミア様

ユーファーム様


