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発行　：特定非営利活動法人　自立支援センターむく

　　　　ＰＣ工房

所在地：〒132-0034　東京都 江戸川区 小松川１－５－２　トニ・ワンビル３０５号

■ 交通アクセス

Google マップ　ＱＲコード

都営地下鉄新宿線東大島駅小松川口

都営地下鉄新宿線東大島駅　小松川改札口から見たトニ・ワンビル
トニ・ワンビル南側ロビーにある
エレベーターのご利用が便利です。

■ 再生パソコンの寄贈事業

 オージス総研（大阪ガスグループ）の社会貢献活動“はじまるくん寄贈プログラム”への参加

社 会 貢 献 活 動社 会 貢 献 活 動

　“はじまるくん”とは、株式会社オージス総研のパソコンリユース事業を

基にした社会貢献活動です。

　株式会社オージス総研のはじまるくん事務局は、支援企業や社会福祉協

議会など第三者機関の協力により、障がい者の就労支援（障がい者就労支

援施設へのパソコン再生作業委託）とＩＴ支援（障がい者福祉施設、児童

養護施設、市民活動団体等へのパソコン寄贈）を行っています。

自立支援センターむくは、この“はじまるくん寄贈プログラム”に参加し

ています。

詳細については下記ＵＲＬをご覧ください。
https://www.ogis-ri.co.jp/column/hajimaru/index2.html

パソコン無料引取 － 不要なパソコンや周辺機器を 1台から無料でお引き取りいたします。

個人でパソコンの引き取りをご希望される方は、電話番号 03-5875-5592 までご連絡ください。

引取対象品目：パソコン、携帯電話、スマートフォン、液晶モニター、インクジェットプリンター、
　　　　　　　ハードディスク、外付けドライブ類、各種コード／ケーブル類、記録メディア類

　　　　　注）テレビ（ブラウン管、プラズマ、液晶を問わず）、ブラウン管モニター、トナーを使用する
　　　　　　　コピー機またはプリンター、複合機、トナーカートリッジの引き取りはしておりません。

詳しくは、右のＱＲコード（ＰＣ工房ウェブサイト）でご確認ください →

20220701
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　ＰＣ工房は、通常の事業所に雇用されることが今現在できない障害のある方々

に働く場所を提供し、知識および能力の向上のために必要な訓練と生産活動を

行う就労継続支援Ｂ型事業所です。

ＰＣ工房について

作業時間

作業科目

休日

利用対象者 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、または

障害が重複している方で、ご自身で通所が可能な方

・パソコン／電子機器の整備・修理・クリーニング作業

・パソコン／電子機器の分解作業

・インターネットオークション

・パワーストーンアクセサリーの商品企画・デザイン・製作・販売

・行政からの委託業務

・カプセルトイ用紙製カプセル（ＥＣＯガチャ）組立

午前：１０時～正午［１２０分（途中１０分休憩あり）］

休憩：正午～１時［６０分］

午後：１時～３時［１２０分（途中１０分休憩あり）］

土曜日、日曜日、祝祭日

特定非営利活動法人 自立支援センターむく

ＰＣ工房
〒132-0034
東京都 江戸川区 小松川 １－５－２
　　　　　　トニ・ワンビル３０５号
TEL.03-5875-5592
FAX.03-5875-5593

■ ご利用までの流れ＃

サービス等利用計画案の提出
*4

指定特定相談支援事業所へ連絡
*1

サービス利用の申請
*2

障害支援区分の認定
*3

体 験 通 所

ＰＣ工房見学申し込み

見 学

サービス等利用計画の作成
*6

支給決定
受給者証発行

*5

通 所 開 始 （サービス利用開始）

指定特定相談支援事業所はご自身で選べます。
指定特定相談支援事業所に直接問い合わせることもできますし、お住まいの
市区町村の役所や保健所で紹介してもらうこともできます。

ＰＣ工房への見学申し込みは
電話で受け付けています。
見学の際は必ず付き添いの方
と共にお越しください。

*2. お住まいの市区町村にサービス利用の申請をします。

*3. お住まいの市区町村から障害区分認定の通知が届きます。

*1.

　体験通所は、利用希望者がＰＣ
工房での作業を継続できるかどう
かの判断をする機会となります。
一方、ＰＣ工房は、利用希望者が
ＰＣ工房を利用して問題がないか
どうかを判断します。

ＰＣ工房と利用に関する契約を行
い、利用開始となります。

＃ 東京都福祉保健局「障害福祉サービス等の利用手続き」（平成２７年４月現在）資料に基づく
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ＥＣＯガチャ（カプセルトイ）用 紙製カプセルの組立作業

　ＥＣＯガチャとは、プラスチックカプセルを再生ダンボール製カプセルに置き換えたカプセルトイ

販売機の名称です。

ＰＣ工房では、ＥＣＯガチャ用再生ダンボール製カプセルの組立作業をしています。

カプセル組立て作業の様子

*4. 指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。            

*5. サービスの支給量等が決定され、受給者証が交付されます。

*6. サービス担当者会議を介してサービス等利用計画が作成されます。

　ＰＣ工房では、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症予防のため、
下記の対策を実施しています。

・消毒用アルコールによる手指消毒

・共用設備、共用物品の定期消毒

・室内換気

・デスク間・座席間パーティション、対面パーティションの設置

・職員とご利用者の定期検温

・職員を対象とした新型コロナウィルス感染症 感染予防対策研修

・職員を対象とした抗原検査

　そのほか、職員、ご利用者共に、屋内作業時や会話時にはマスクの

　着用をお願いしています。

常に室内の換気状態を確認できるようにしています。

入室時には体温の確認と手指消毒をお願いしています。

デスク間・座席間パーティション、対面パーティションを設置しています。

感染症予防の取り組みについて

完成したカプセル
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インターネットオークションによる電子商取引（ＢtoＣ型ｅコマース )
ー オークションストアブースの運営と出品・発送 －

　インターネットオークションでは下記の作業をしています。
　

　・商品の動作チェック（修理・修復）
　・商品のクリーニング作業
　・商品説明文の作成
　・商品の写真撮影
　・商品写真の画像加工（Adobe Photoshop を使用）
　・商品管理と会計業務（Microsoft Excel を使用）
　・商品出品作業
　・商品の梱包作業および発送作業
　・オークションストアブースの管理と更新作業

ヤフオク！でパソコンや周辺機器などの販売をしています。

東京都公安委員会 古物商許可証 : 第 307771105139 号

中古パソコン再生、再活用事業

　パソコンを修理した後クリーニングをして、各

機能の動作チェック／耐久試験を行います。

その後、Windows などのＯＳや各種デバイスドラ

イバをインストールして再製品化します。

まだまだ現役！

最新のパーツに交換して・・・

最新のパーツに交換してグレードアップ！
Windows をインストールして再製品化

再生方法　その 1

ＯＳ &各種デバイスドライバを
インストール！

ＯＳ &各種デバイスドライバを
インストール！

複数の壊れたパソコンから
使えるパーツを抜き出し

それらのパーツを集め
再び組み立て直して

１台の完全動作する
パソコンを作り上げます。

再生方法　その2

　ＰＣ工房では、中古パソコンの再生再活用事業を行っています。

生 産 活 動生 産 活 動

検査、修理、クリーニング、試験の工程を経て再製品化さ

れたパソコン

パワーストーンアクセサリーの製作と販売

　主に店舗内（ぴーしー工房Ｓｈｏｐ）*1 での作業になります。

大きな曲面ガラスの窓から外光が差す明るい店内で、パワーストーン（天然石）とアクセサリー

パーツを組み合わせて、ブレスレット、ネックレス、ピアス（イヤリング）、ストラップなど

の装飾品をデザインし製作します。

＊1． ＰＣ工房直営のアクセサリーショップ

　アクセサリーの製作には、プライヤーやニッパーなど

の工具を使用しますが、ブレスレットについては片手で

も十分製作可能です。

　

　作業場所が店舗なので、お客様が自分の作品を購入す

る様子を見ることができたり、自分の作品を愛用してく

れているお客様の姿を実際に見て“やりがい”を感じる

ことができます。

ぴーしー工房Ｓｈｏｐ

ヤフオク！ブース

　　　ＱＲコード　⇒

h�p://p.tl/9K6V

パソコン検査・修理の様子

クリーニング作業の様子
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パソコン無料回収後の流れ

■ パソコン無料回収のメリット

　・パソコン処分費用が不要となります。
　 
　・寄贈されたパソコンは障害者の生産活動に用い

　　られたり、再生資源としてリサイクルされます。
　 
　・機密データは万全のセキュリティ体制のもとで

　　完全消去（または物理破壊）されます。

パソコン・周辺機器の無料回収
－ 行政／医療／教育機関・企業・福祉事業所など、法人／団体を対象としたパソコンの無料回収 －

お問い合わせ／回収のご依頼は、下記の電話番号まで
Phone：03-5875-5592
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

・回収したパソコンの管理
　

　回収したパソコンはすべて寄贈元、メーカー、機種、

台数などの情報と共にデータベースに登録し、デー

タ消去作業が必要なものとそうでないものに分類し

ます。
　

・データ消去作業
　

　パソコンから取り出した外部記憶装置（ハードディ

スクやソリッドステートドライブなど）は、米国Ｎ

ＳＡ方式または米国国防総省方式で完全消去、もし

くは専用の電磁消去装置と油圧破壊装置により物理

的に破壊します。
　

・データ消去証明書の作成と発送
　

　データ消去証明書を作成し、

ソフトウェアログリストまたは

物理破壊写真と共に、寄贈元法

人／団体に送付します。

■ 外部記憶装置（および各種記憶メディア）のデータ消去作業

↑ 物理破壊後のハードディスク

記憶媒体の
データ消去

消去方法 *2

NSA 方式（米国国家安全保障局推奨方式）
または DoD 方式（米国国防総省方式）

磁気破壊装置（ERAZER）を使用したうえ
で物理破壊装置（CrushBox）を使用

データ消去
証明書の発行

証明書の
提出方法

証明書と、データ消去ログもしくは物理
破壊写真を印刷し郵送

PDF 形式の証明書と、データ消去ログ
もしくは物理破壊写真をメールで送付

PC 工房 TIMES
への社名掲載

当事業所で発行している PC 工房 TIMES の
“パソコンをご寄贈いただいた法人様”に
お客様の社名を掲載

PC 工房 TIMES に社名を掲載しない

*1

*1. 個人的にご寄贈される方は８ページ“パソコン無料引取”の欄をご参照ください。

↑ データ消去作業の様子

↑ データ消去作業の様子

資源リサイクル
－ パソコン・周辺機器からレアアース／レアメタル・貴金属類など各種希少マテリアルをリサイクル －

精密電子機器には、鉄、銅、アルミ、
樹脂に加え、金、銀、プラチナ、リチウム、
タンタル、ガリウム、インジウム、ビ
スマス、ネオジム などの希少元素が多
く使用されています。

　パソコン・周辺機器の分解、分別、搬出の作業をしています。　パソコン・周辺機器の分解、分別、搬出の作業をしています。

　修理不能なパソコンや設計が古く現行のＯＳを動かすに
は性能が不十分なパソコンは丁寧に分解し、鉄、銅、アルミ、
合金、樹脂、電子部品、電子回路基板などに分別します。
電子回路基板、半導体部品、精密電子機器に使用されてい
る貴金属類／レアメタル（希少金属）／レアアース（希土類）
は専門処理業者により抽出されリサイクルされます。

する

しない

する

しない

書面

データ

する

しない

ソフトウェア消去

物理破壊

*2. ソフトウェア消去、物理破壊のどちらも完全に
　　消去できます。
　　迷われた場合はソフトウェア消去で依頼して
　　いただけると助かります。


