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8 月 フリースクール全国合宿にて 「逃走中」ハンター役 3 名
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教育支援・居場所提供事業 まきばフリースクール   平成２８年度事業報告 

利用状況 

年間利用者数：  ３５名（10 才～40 代） 

新規利用者数：  ９名 

進路：  学校復帰 ２名   進学 １名   就労 ３名    

主な活動内容 

教科学習：月～金曜日に、小学校～高認試験程度までの学習サポートを希望者に対し実施した。 

       個別学習に加え、異年齢でも行えるような形での英語タイムなど、集団での学習も行った。 

体験学習: ①フットサルクラブ  毎週木曜日に練習を行った。 

                   11 月 3 日にフットサル大会（MKB カップ FUTSAL FREEDOM）を主催し

た。8 団体 120 名程度が参加した。見事優勝！ 

                   3 月 6 日東京で行われた第 3 回ダイバーシティカップに参加。見事優勝！ 

       ②音楽クラブ    ギターやドラムなど、バンドの練習を行い、文化祭やクリスマス会で発表した。 

       ③やりたいこと  ラーメン食べ歩き・釣り・お出かけ・介護職体験など 

年間行事：誕生祭２０１６ 3 月に、メンバー全員の 201６年の誕生日を祝う会を開催した。 

網地島サマーキャンプ 8 月、3 泊 4 日の日程で、石巻市網地島で開催した。 

        第８回文化祭 11 月開催。ダンス等のステージ発表・模擬店出店などを行った。 

        クリスマス会 12 月開催。ビンゴや手押し相撲選手権を行った。 

        スキー・スノーボード 2 月開催。山形県赤倉温泉スキー場にて。 

        修学旅行 3 月開催。2 泊 3 日で東京観光。 

親の会：隔月１回、不登校・ひきこもりの子をもつ親の勉強・分かち合いの会を開催した。 

個別相談支援：不登校・ひきこもり・発達障害等で生きづらさを抱える本人や家族を対象に、年間

を通して電話・メール相談、来所相談、訪問相談を実施した。 
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平成２９年度事業計画 

重点実施事項 

・就労練習段階の青年たちへの支援プログラムの充実。 

・子どもたちが興味関心や知識、経験の幅を広げられるよう、体験活動の質と量の向上。 

・教科学習支援を一層充実させるため、集団への実施を行う。 

活動計画 

教科学習：個別のニーズに対応し、小学校～高校卒業程度認定資格取得程度までの学習を支援する。 

       年齢や習熟度をあまり問わない内容の、英語を用いた国際教育プログラムを実施する。 

体験学習：フットサルクラブや音楽クラブに加え、映画クラブとアウトドアクラブを実施する。 

やりたいことの日：メンバー各々が趣味関心にあう「やりたいこと」をプログラムとして形にする。 

就労体験：農作業や販売、他事業施設の清掃や介護体験等の機会を個別のニーズに合わせて設ける。 

主な年間行事： 網地島サマーキャンプ ７月に石巻市網地島にて開催予定。 

            ファーマーズマーケット 8 月に大崎市真山の農産物直売所にて開催予定。 

            MKB カップ FUTSAL FREEDOM2017 11 月開催予定。 

            第９回まきば祭 1２月開催予定。 

            スキー＆スノーボード 2 月開催予定。 

            修学旅行 201８年 3 月開催予定。 
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障害福祉サービス事業 まきばの実り     平成 2８年度事業報告 

利用状況 

年間利用者数：１６名（１0～60 代） 

新規利用者数：４名 

退所者数：３名（就職 1 名  その他 2 名） 

 

 

主な活動内容 

野菜生産・販売：年間を通して無農薬無化学肥料の野菜（玉ねぎ・にんにくなど）を育て、直売所等にて販売

した。またお盆休みなどに、道の駅等でのイベント出店を行った。 

便利屋：大崎市岩出山の花農家さん手伝いを行った。 

リサイクル活動：アルミ・スチール缶、ペットボトル回収・分別活動を栗原市高清水・大崎市古川で行った。 

年間行事：まきば祭・クリスマス会・誕生会などを他事業と合同で行った。 

       ボーリングやバーベキュー等のレクリエーション活動を月 1 回行った。 
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平成 2９年度計画 

重点実施事項 

・活動の充実のため、利用者数増加。 

・農作物生産等作業内容を安定させ、利用者個々のニーズに合わせた対応が行える体制をつくる。 

 

活動計画 

農業生産：全体の作付け面積を縮小、夏野菜作付けを減らし、秋冬野菜の作付けを増やすことで、農繁期の拡

散と作業量の平準化を行う。 

清掃：介護施設や児童養護施設の清掃業務を行う。 

リサイクル：ペットボトル・空き缶等の回収・リサイクル業務を行う。 

レクリエーション：月 1 回程度、バーベキューなど余暇活動の機会を設ける。 

イベント出店：福祉夢まつりや道の駅等でのイベントに出店する。 

 

 

障害福祉サービス事業所まきばの実りとは 

まきばの実りは、宮城県に認可された指定障害福祉サービス事業所で、就労継続支援 B 型事業・就労移行

支援事業の 2 つの事業を行う多機能型事業所です。障害という生き辛さを抱える青年たちの居場所・就労訓練

の場として開かれています。 

「誰もがありのままを尊重され、周囲と調和し安心して働き続けながら地域社会に貢献できる場の実現」を目指

しています。主な作業は、まき畑での野菜の栽培・販売です。就労継続支援 B 型は、障害を抱える青年たちへ生

産活動を通じて就労の機会を提供しています。就労移行支援事業は、一般の就労を希望される方へ、事業所内

外で訓練を行うと同時に、知識・技術を習得し、一般就労を目指します。それぞれ様々なものを抱えながらも、社

会参加しています。 
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自立援助ホーム峠のまきば・愛子２   平成 2８年度報告 

利用状況 

峠のまきば利用者数：８名（定員男子 6 名）    新規利用者数：5 名 

愛子２利用者数：７名（定員女子 5 名）      新規利用者数：２名 

 

主な活動内容 

生活・自立支援：衣食住の日常支援と、それぞれの状況に応じて生活・就労・教育相談等の支援を行った。また

フリースクールの学習サポートやフットサルクラブへの参加など、自立に必要なスキル獲得や人間関

係づくりを他事業と連携して行った。 

就労支援：様々な事情で就労や就労継続が難しい利用者に対し、連携する高齢者介護デイサービス施設での

就労練習や、農産物直売所での接客業練習の機会を提供し、就労や自立に向けた心身の準備を

行った。 

 

 

自立援助ホーム峠のまきば・愛子２とは 

 義務教育終了後の、15 才からおおむね 20 才までの家庭で生活することのできない子どもに生活の場を提供

し、自立を支援するものです。児童福祉法に基づく児童自立生活援助事業で、児童相談所等の関係機関と連

携して子どもたちの生活と自立を支援しています。対象となる子どもたちは、被虐待・発達障害・高校中退・少年

院からの身元引受など多様な困難を抱えていることも多く、高年齢児童であるため経済的・社会的自立は差し迫

った課題となってのしかかっている状況です。 

当団体では峠のまきば（男子）・愛子 2（女子）を運営しています。社会に早く「出す」のではなく自分の考え

と意志と力をもって「出る」、退所後の数十年を安心して働き生活していくために今必要なことを身につける、を頭に

置きながらの生活・自立支援と、あたたかで穏やかな「帰ってこられる居場所」づくりに取り組んでいます。 
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平成 2９年度計画 

重点実施事項 

・主体性（就労や生活への意欲・考え組み立てる力・伝える力）の回復と成長を、フリースクール等他事業の

プログラムも活用して促していく。 

・就労継続困難な子に対する就労練習を、フリースクールやデイサービスと連携して実施する。 

・より良い生活環境整備のため、施設改修を行う。 

活動計画 

フリースクール等のプログラム活用：就労等の前段階として、主体性の回復と成長を促す必要のある子どもには、フ

リースクール等のプログラム参加によってその実現を図る。  

就労練習：フリースクールの行う就労練習（農作業・介護補助・清掃等）への参加を促し、就労継続困難な子

のサポートを行う。 

退所後の生活継続支援：全国の支援者からいただいた食器や布団類、家電等を整理・保管し、退所時に必要

なものを無償で貸与する。また他事業とも連携して、折に触れてＯＢも参加できるような

機会を設ける。 

施設改修：峠のまきばの水回り改修工事等を行う。 
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ファミリーホーム愛子園        平成 2８年度報告 

利用状況 

年間利用者数：７名（定員６名  男子３名 女子４名） 

 

主な活動内容 

年間行事：子どもたちの誕生日に合わせて誕生会を開催した。4 月はお花見、5 月にバーベキュー、夏はキャン

プ、１２月にクリスマス会、1 月にスキーなどを行った。 

生活支援：基本的な衣食住を整え、子ども同士の関係、職員との関係に配慮しつつ、子どもたちが安心して落ち

着いた生活が出来るよう努めた。より家庭的な環境で養育するため、同じ職員が継続的に子どもと関

わること、職員間のコミュニケーションを密にとること、子どもの話を傾聴し共感すること、共同生活におい

て経験する葛藤を乗り越えられるよう励ますことなどの配慮をした。 

 

    

 

ファミリーホームとは 

 ファミリーホームとは、児童福祉法に基づく小規模住居型児童養育事業で、様々な事情で家族とともに暮らすこ

とのできない子どもたち５～６人を家庭的な暮らしのなかで養育するものです。
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平成 2９年度計画 

重点実施事項 

・中高校生年代となった子どもたちに対し、自立と自律を念頭に置いた対応、環境づくりを行う。 

活動計画 

年間行事：子どもたち・職員それぞれの誕生会、クリスマス会を開催する。その他夏休みなどの長期休みに、子ども 

たちの希望を聞きながら行事を実施する。 

家事負担の軽減：フリースクールと連携し、就労練習の青年たちを活用し、掃除等家事負担を軽減させ、職員が 

子どもと関わる時間と余裕の確保に努める。 

自立援助ホーム等との連携：合同でのケース会議開催など、自立援助ホーム職員や活動との連携を深め、子ども

たちの自立を促す対応と体制づくりを行う。 

 

 

アフターケアの必要性 

 ファミリーホームや自立援助ホーム、児童養護施設などを出た後に就職をする時には、経済面や保証人の問題か

らアパートを借りる事が難しく、住み込みで働くことも多いのが現状です。そのなかには仕事を続けることができず、同

時に住む所をなくしてしまう子もでてきます。また仕事以外での人のつながりが乏しく、寂しさや不安から精神的に調

子を崩す、仕事と生活を一人で両立できずに徐々に問題を抱えていく子もいます。 

そんな子ども達にとっては、真に自力で、人とつながり支えあいながら生きていくことができるようになるまでの一定

期間、生活と精神面のサポートを受けながら、安心してそれを目指す居場所作りが必要です。 

 児童養護施設出身でなくとも、社会や家族との関わりが上手くいかないときなどに相談できる場所と繋がりを作り、

必要があれば、必要に応じた支援との繋がりを作る架け橋として活動していければと考えています。 
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共同生活援助事業 グループホーム憩のまきば  平成 2８年度報告 

利用状況・主な活動内容 

利用者数：4 名(定員 4 名 男性) 

生活支援：食事提供・清掃等の生活支援を行った。また、利用者個々の生活スキル向上のため、洗濯や清掃

等、不得手な家事を担えるようサポートを行った。 

他事業連携：自立援助ホーム出身者やまきばの実り利用者が入居しているため、それら事業の職員や活動と連

携し、生活の安定と自活にむけたスキル向上を図った。 

平成 29 年度計画 

重点実施事項 

・入居者の生活の安定と自活に向けたスキル向上のためのサポートを継続する。 

・新規利用ニーズがあるため、大崎市古川近辺において、新規ホーム立ち上げの準備を行う。 

活動計画 

生活支援：障害のある利用者に対する生活支援（食事提供・生活環境の維持）を行い、また利用者自身の

生活スキルを伸ばしていけるよう、不得手な家事を共に行うなどする。 

他事業連携：まきばの実りや自立援助ホームと連携し、利用者一人一人の希望やニーズに合った支援をマネジメ

ントする。 

新規ホーム：大崎市古川近辺にて物件探し、人材の確保など、立ち上げに向けた準備を行う。 

 

グループホーム憩のまきばとは 

 憩のまきばは宮城県大崎市三本木にある、4 名定員のグループホームです。法人全体のこれまでの活動から、ひ

きこもり経験や発達障害等の生き辛さを抱えた 20～30 代の青年たちの利用が主になっております。 
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復興支援     平成 2８年度報告 

 

主な活動内容 

リオグランデ：石巻市大川地区で子ども支援を行う復興支援チーム「リオグランデ」の活動に参画。毎週金曜日夜

の勉強会開催、週末の自然体験活動や自由な遊び場を提供した。 

 

    

  

 

 

平成 2９年度計画 

重点実施事項 

・支援の必要性が今後も長期的に見込まれる状況に対応し、これまでの支援活動でつながった方々や地域に対し

て今行っている支援を、必要に応じて継続する。 

主な活動内容 

リオグランデ：年 6 回程度、石巻市大川地区での子ども支援を継続し行う。 
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ご寄付いただいた皆様へ 

 日頃より当団体の活動に多大なるご協力をいただき、誠にありがとうございます。皆様の温かいご支援のおかげ

で、昨年度も無事事業を行うことができました。たとえば復興支援に行くとき、皆様の想いも届ける役割も担っている

と思えば、気持ちも引き締まり、また独りではないと勇気づけられます。フリースクール等の活動もそうですが、すぐに結

果の出ないなかで虚しさや諦めに囚われそうになるとき、応援してくださる皆様の存在に支えられています。 

２９年度もご理解ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

平成２８年度寄付金：３７５，７１３円 

 

 

ホームページ・ブログ：ホームページ「まきばフリースクール」・ブログ「まきばの日々」「まきば日記」にて活動の様子や

情報を発信しています。ぜひご覧ください。 

 

 

 

平成２9年度会費・寄付金振込先： 

①郵便振替：０２２７０－０－４８００１  まきばフリースクール 
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