
議題①平成２９年度事業報告と決算について 

 

平成29年度事業報告書 

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで） 

 

特定非営利活動法人なでしこ会 

1 事業の成果 

 なでしこ共同作業所の運営について利用者が減少、高齢化しているが、利用者が積

極的に作業に取り組むことで安定した運営が継続できており、障害者の日中の居場

所、生活リズム調整の場としての役割を果たしている。 

 障害者生活支援センターの運営について、支援学校との関係づくりが進み、当事者

や家族が学校卒業後に孤立しないための環境整備ができた一年であった。利用者の

ライフステージに合わせ関係機関と連携した支援を行うことで、利用者の安定した

地域生活につながった。 

 当会が「誰もが暮らしやすい地域の中で、障害者が自立した生活を営める社会を目

指す」法人であることが地域に浸透してきたことで、他団体が取り組む町づくり活

動に協力、参加する機会が増えた。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

事 業 内 容 実施日時 実施場所 従事者の人数 
受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

１）障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターⅢ型事業 

なでしこ共同作業所の運営 
月～金 

10:00～15:00 

なでしこ共同作業

所 

指導員 5、ボラ

ンティア 20、家

族会 1 

障害当事者、

関係者/約 100 
5,516 

２）障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業 

実施なし 

３）公の施設の運営・管理に関する受託事業 

障害者生活支援センターこ

ら～れの運営 

月～金 

9:00～17:00 

障害者生活支援セ

ンター 

職員 5、ボラン

ティア 20 

障害当事者、

関係者/約 350 
16,842 

４）障害保健福祉に関する啓発事業 

機関紙「なでしこだより」

の発行 
年 4回 

なでしこ共同作業

所 
職員 1 

会員 

関係者/約 150 
6 

Facebookによる情報発信 通年 
なでしこ共同作業

所 
職員 1  

５）地域交流に関する事業 

夏のふれあいカフェ 8/24 
なでしこ共同作業

所 

職員 8、ボラン

ティア 9、家族

会 7 

障害当事者、

家族、地域住

民/約 100 

38 

第９回ふくわたり・ふれあ

い・ふくし祭り 

実行委員会：

7/13、9/26、

10/4 

当日：10/14  

建部町公民館 

旭水荘 

職員 10、実行委

員 20、協力団体

30 

障害当事者、

家族、地域住

民 350 
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３ 実績報告 

１）なでしこ共同作業所の運営 

 

① 利用状況について 

開所日数：240日 登録者数 利用述べ人数 一日平均利用人数 

平成 28年度  11人 2,170人 9.04人 

平成 29年度  11人 2.057人 8.57人 

 

年 齢 

平成 30年３月３1日時点 

最年少 最高齢 平均 

48歳 73歳 61歳 

 

平均工賃 内職賃金 賞与 合計 

平成 28年度 36,609円 21,050円 57,660円 

平成 29年度 33,718円 25,289円 59,007円 

 

② 作業内容について  

作業内容 取引先 

アルミ缶回収リサイクル処理作業 新菱アルミテクノ 

ペットボトル回収リサイクル処理作業 環境開発事業協同組合 

資源回収団体報奨金収入 岡山市 

園芸用木製チップの選別作業 タマタイ産業 

草とり・落ち葉かき等の野外作業 友愛の丘 

箸入れ・風呂敷折り等の作業 昭和製箸 

自動車部品の内職作業 大鳥産業 

ブルーベリーの収穫販売 入野農園 

手芸品・さをり織りの製作と販売 

はっぽね桜祭り 

吉田れんげ祭り 

めだかの学校環境祭り 

夏のふれあいカフェ 

建部マルシェ 

ふるさと野菜市 

里山祭り 

たけべ八幡温泉委託販売 

老人センター委託販売 

 

③ 作業以外の行事等について 

８月２５日（金） 
交流食事会を開催 

夏のふれあいカフェを開催 

７月７日（金） 

１２月７日（木） 
こら～れ・なでしこ合同クッキングに参加 

１１月１８日（土） 

１１月１９日（日） 

建部町文化祭 

（さをり織り体験ブース） 

１月３１日（水） さくらの会主催：ミニ三者交流会 
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３月２日（金） こら～れ主催：三者交流会に参加 

 

④ 支援について 

 メンタルボランティアさくらの会による支援：延べ 382人 

 なでしこ家族会による支援：延べ 51人 

 

⑤ その他 

 アルミ缶回収協力者表彰を受賞した 

 

 

２）障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業 

実施なし 

 

 

３）障害者生活支援センターの運営・管理に関する受託事業 

 

① 施設の運営・利用状況 

内 容 平成 28年度 平成 29年度 

登録者数 19人 13人 

関わり人数（実） 62人 51人 

風呂の利用許可及び利用料の収納 0人 0人 

開館日数 243日 244日 

利用人数（延） 3,082人 2,782人 

1日平均利用者数 12.6人 11.4人 

風呂の利用許可及び利用料の収納 0人 0人 

 登録者数の増減理由：就労継続支援Ａ型事業所へ移行→２名 

介護保険制度へ移行→１名 

利用中断による登録削除→３名 

 

② 建物管理について 

 建物に関する不具合と対応 

修繕箇所・不具合状況 対応状況 

火災報知機予備バッテリー不良 部品交換 

自動ドア不具合 修理 

自動ドアの経年劣化による不具合 岡山市負担での修繕 

ロビー照明の不具合 部品交換 

 避難訓練（９月２７日・３月２日） 

 消防立ち入り検査（３月２日） 

 

③ 相談の状況 

内容 件数 

面接 1,078 

電話 389 

訪問 355 
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メール・FAXなど 18 

時間外対応 27 

 

④ 相談支援の状況 

内容 件数 

虐待対応 1 

金銭管理指導 14 

申請支援 23 

その他支援 29 

就労支援 7 

 

⑤ 基礎的事業について 

活動名 内容 開催回数 参加人数 

イベント 合同クッキング、三者交流会など 3 92 

ボランティア活動 旭水荘への洗濯物たたみ 50 50 

健康維持活動 朝の体操、ウォーキングなど 240 1,246 

ミニ交流会 毎月１回、こら～れで開催 12 53 

ミニ作業 園芸用木片チップの選別作業、随時 19 19 

食事作り 毎月２回、こら～れで開催 14 59 

オープンキッチン 毎週月曜日、利用者に開放 6 6 

 三者交流会（イベント）では防災訓練をテーマとし、起震車体験や非常食をつくる

訓練を行った。 

 

⑥ ボランティアの養成及び育成・組織育成 

団体（支援内容） 件数 

なでしこ共同作業所への支援 

（イベント打合せ等） 
4 

なでしこの会家族会への支援 

（イベント打合せ、例会開催、助成金申請等） 
20 

メンタルボランティアさくらの会への支援 

（イベント打合せ、例会開催、助成金申請等） 
28 

 重症心身障害児とともに暮らす家族の集い：12回開催、参加延べ人数3人 

 ゆうあいセンター主催事業「ボラマネカフェ」へ職員派遣（10/19） 

 

⑦ 地域交流活動事業及び普及啓発事業 

 機関紙「こら～れ」を発行 

 当事者・関係者へ向けてのイベント・福祉・生活情報等を掲載し毎月１回発行した 

 送付数：約120件/１回 
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４）障害保健福祉に関する啓発事業 

① 法人会員数 

種 別 平成 28年度 平成 29年度 

正会員 47人 39人 

賛助会員 76人 66人 

合計 

（前年比） 

123人 

（+15） 

105人 

（-18） 

 

② 機関紙「なでしこだより」の発送 

号数 発行日 掲載内容 

２９ 平成２９年７月２０日 
総会報告、持続可能な地域のための打ち手を考えるオ

ープンセッション報告 

３０ 平成２９年１０月６日 
作業所の果たしてきた役割と課題 

特集：たけべ新聞 

３１ 平成３０年１月２５日 
ふふふ祭り中止と準備レポート 

秋のイベント・建部だっぴ参加報告 

３２ 平成３０年３月２６日 
タイムカプセル開封式レポート 

たけべの事務力アップ講座開催案内 

 

③ Facebookによる情報発信 

特定非営利活動法人なでしこ会 https://www.facebook.com/npo.nadesiko/ 

障害者生活支援センター https://www.facebook.com/28korare/ 

 

 

５）地域交流に関する事業 

① 夏のふれあいカフェ ８月２５日（金） なでしこ共同作業所 

内 容：作業所製品の販売、歌声広場、カフェ、カキ氷など 

来場者：地域住民約１００名 

 

② 第９回ふくわたり・ふれあい・ふくし祭り 

実行委員会：７月１３日（水）、９月２６日（火）、１０月４日（水） 

当日予定日：１０月１４日（土） 

協 力 団 体：約３０団体 

備 考：選挙期日前投票のため例年会場としていた岡山市北区役所建部支所

横駐車場と建部町公民館が使用不可となり、会場を旭水荘に変更し

準備を進めていたが、雨天が予想されたため開催中止となった。 

準 備 内 容： 

 参加団体による食べ物、飲み物、手作り作品の販売 

 オープニングイベント 

建部はっぽね太鼓による演奏。 

OKAYAMA!市民体操甲子園で受賞した建部町地域の栄養委員、障害者生活支援セ

ンター利用者による実演で OKAYAMA!市民体操を来場者参加型で行う。 

 ふふふ音楽広場 

建部町公民館講座、地元出身・在住の音楽アーティストによる発表 
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 展示コーナー 

地域の事業所・団体が活動をＰＲする掲示物やパンフレット配布。 

岡山・建部医療福祉専門学校による展示。 

 情報ファイルの設置 

地域のイベントやおしらせ・詐欺注意や防火など啓発チラシをファイルにして

飲食テーブルに設置する。 

 みんなで踊ろう！たけべよいとこ 

建部町の愛唱歌と踊りを若い世代に引き継ぐため、会場で踊りの輪を作る。 

 福っ子ポスター展示会 

福渡小学校生徒有志にイベント広報のためのポスターを作成してもらい、商店

街に展示する。 

 ワークショップ「オリジナルフラッグを作ろう！」 

建部町公民館と建部おこしプロジェクトがコーディネーターとなり、後日開催

予定の建部マルシェの会場を飾る三角フラッグを作成するコーナーの設置。 

 福当たりビンゴ大会 

商工会、ポイントカード会、会場出店者の協力によるビンゴ大会。 

 

 

【地域交流に関する事業：補足活動】 

① 残したい仕事と人づくり研究会に参加 

「持続可能な地域のための打ち手を考えるオープンセッション」へ職員派遣 

平成２９年６月２１日（水）山陽新聞社 9 階会議室 

後継者不足を理由に増加している事業所の休廃業を食い止めることが出来ないか、「継

業」により地域の産業や商店を存続し雇用創出を考える会がＮＰＯ法人みんなの集落研

究所を中心に発足し、当会も一員として参加している。オープンセッションはそれらの

取り組みを発表し、会場からの意見を募る場として開催された。 

 

② 建部だっぴに職員派遣 １１月２９日（水）建部中学校 

ＮＰＯ法人だっぴが実施する事業で、中学生が大学生や大人と交流するキャリア交流プ

ログラム。働き方や生き方などについてテーマに沿って自由に話し合う。建部開催では

特に旧建部町内で活動している大人が参加メンバーに加えられることになり、当法人職

員に協力要請があった。 

 

③ たけべ未来サミットに職員派遣・参加協力 

１２月２６日（火）、１月２５日（木） 建部町文化センター 職員派遣 

２月１１日（日）タイムカプセル開封式 建部町文化センター 展示パネル作成支援 

建部中学校２年生生徒有志が故郷について考えどんな未来にしていきたいか、２月１１

日のタイムカプセル開封式で岡山市長に伝えるための提言作成の支援と、過程を紹介す

るパネル作成を行った。 

 

④ ＥＳＤ・建部町で「フードバンク」を考える会（仮）に参加 
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１２月１日（金）、２月９日（金）、２月２２日（木）職員参加 

３月２４日（土）プレイベント「あるもんde食堂」職員参加 

障害者支援の現場でフードバンクの必要性を感じる場面があり、公民館講座「フードバ

ンクを知ろう」から発足し、建部の食を活かすことで地域活性化を目指す同会に参加。 

 

⑤ ＮＰＯ法人設立相談協力 

１月１９日、２月２１日、３月２４日、３月１９日 

建部町内でＮＰＯ法人設立を計画している市民団体に、建部町内既存のＮＰＯ法人で町

づくりを考える団体として話し合い、視察等に参加。 

 

⑥ 一般財団法人日本総合研究所の視察に協力 

 ２月２６日（月）障害者生活支援センター・建部町公民館 

岡山市市民協働企画総務課から推薦され、「地域共生社会を実現するための新しい包括

的支援体制と住民主体の地域づくりの構築事例の収集及び自治体、地方厚生（支）局等

の役割に関する研究事業」の現地訪問及びヒアリングに建部町公民館と共に協力し、障

害者支援をしている当会が町づくりに取り組む理由、ふふふ祭り、福渡夢プラン等につ

いて説明を行った。 

【報告書掲載ＵＲＬ】 

https://www.jri.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/2017chiikikyousei.pdf 


