
 

 

平成２９年度事業計画書（案） 

（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 事業実施の方針 

 なでしこ共同作業所の運営を継続し、地域で暮らす障害者の居場所の提供、仲間づ

くり、社会参加、生活リズム調整の場としての役割を担う。 

 啓発活動等で障害者生活支援センターの利用促進を図り、障害を理由に地域で障害

当事者やその家族が孤立することがない環境づくりに努める。 

 障害者が自立した生活を営めるよう、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指す。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

定款の事業名 支出見込額（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 
5,730 

目的 

在宅の障害者が共同で作業することによって、人間関係の拡大とより豊かな自己実現と

社会参加の促進を図り、自立した生活ができるよう支援することを目的とする。 

 

①‐１ 

事業内容 
なでしこ共同作業所の運営 

実施予定日時 月～金 10:00～15:00 

実施予定場所 なでしこ共同作業所、友愛の丘 

従事者の予定人数 指導員 5、ボランティア 20、家族会 1 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 100名 

【活動目標】 

 内職作業、野外作業を継続することで、現在通所中の利用者の居場所と社会参加の場

づくりを行う 

 高齢の利用者の介護予防に繋がるよう作業を継続する 

 地域の各種イベントに積極的に参加し、手づくり作品を販売し、作業所のＰＲを行う 

 生活支援として、栄養士指導によるこら～れとの合同クッキングを開催する 

 自宅以外の居場所があることで自立した生活や社会参加が実現する可能性のある利用

者が作業所利用に結びつくよう働きかける 

 利用者の高齢化に向けた対策として、関係団体と連携をはかる 

 

 

定款の事業名 支出見込額（千円） 

②障害者総合支援法に基づく 

特定相談支援事業 
未定 

 



 

 

②-1 

事業内容 

未定 
実施予定日時 

実施予定場所 

従事者の予定人数 

受益対象者の範囲及び予定人数 

 実施に向けた準備を行う 

 

 

定款の事業名 支出見込額（千円） 

③公の施設の運営・管理に関する受託事業 17,003 

目的 

障害者の社会復帰と自立、社会参加促進への支援体制を維持し、地域社会の福祉に寄与

するため、岡山市より岡山市障害者生活支援センター条例第2条の規程に基づき事業を受

託する。 

備考 

指定期間：平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

③-1 

事業内容 

障害者生活支援センターの運営・管理に関する受託事業 

施設の使用許可及び利用料の徴収等に関する業務 

施設及び設備の維持管理に関する業務 

苦情・要望・トラブル等の対応に関する業務 

実施予定日時 月～金 9:00～17:00 

実施予定場所 障害者生活支援センター 

従事者の予定人数 職員 5、ボランティア 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 350人 

 条例等に基づき適切に管理を行う 

 防災・防火対策：防火・防災訓練を実施する（９月、３月予定） 

 

③-2 

事業内容 

地域活動支援センターⅠ型：相談支援事業 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言その他の障害福祉サービスの利用6支援等、必要な

支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見の

ための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利

擁護のために必要な援助を行う。 

実施予定日時 月～金 9:00～17:00 

実施予定場所 障害者生活支援センター 

従事者の予定人数 職員 5、ボランティア 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 350人 

(ア) ボランティアの養成及び育成・組織育成 

 重症心身障害児とともに暮らす家族の集いを開催する 

 家族教室を開催する 



 

 

 ボランティア養成講座を開催する 

 

(イ) 地域交流活動事業及び普及啓発事業 

 障害者生活支援センターの機能を今一度周知することで、支援を必要とする障害者や

その家族が孤立しない環境づくりを行う 

 機関紙を毎月一回発行し、関係者へ向けて情報を発信する。 

 

 各種会議等に出席し、情報の収集・共有連携及び支援の体制に関する協議を行う 

 

③-3 

事業内容 

地域活動支援センターⅠ型：基礎的事業 

利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等

地域の実情に応じた支援を行う。 

実施予定日時 月～金 9:00～17:00 

実施予定場所 障害者生活支援センター 

従事者の予定人数 職員 5、ボランティア 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 350人 

(ア) 日中活動の場の提供 

 なでしこ共同作業所と共同で栄養士指導のもと合同クッキングを開催する（年２回予

定） 

 餅つき忘年会を開催する（１２月） 

 当事者・家族・関係者三者交流会を開催する（３月予定） 

 旭水荘への洗濯物たたみボランティアを継続する（月２回） 

 毎朝の体操、利用者の健康維持を目的としたウォーキング等の活動を継続する 

 生活リズムの調整などを目的としたミニ作業を利用者の希望にそって継続する 

 

(イ) 入浴又は送迎サービスを実施する事業 

 希望者があれば入浴サービスを実施する 

 

③-4 

事業内容 

地域活動支援センターⅠ型：機能強化事業 

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤

との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育

成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を

行う。 

実施予定日時 月～金 9:00～17:00 

実施予定場所 障害者生活支援センター 

従事者の予定人数 職員 5、ボランティア 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 350人 

(ア) 日常生活相談・就労支援 

 食事作りを継続する（月２回） 

 オープンキッチンを利用者の希望にそって実施する（毎月曜開放） 

 ミニ交流会を継続して実施する（月１回） 

 家計簿作成支援を利用者の希望にそって実施する 

 申請、病院受診、買い物支援等を利用者の希望にそって実施する 

 就労を希望する障害者に対し、就労に向けた支援を行う 



 

 

 関係機関と連携をはかり障害者の支援を行う 

 

③-5 

事業内容 

地域活動支援センターⅠ型：相談支援機能強化事業 

相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を

有する専門的職員を配置し、地域における相談支援事

業者等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、

人材育成の支援、地域移行に向けた取組等を実施する。 

実施予定日時 月～金 9:00～17:00 

実施予定場所 障害者生活支援センター 

従事者の予定人数 職員 5、ボランティア 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、関係者 約 350人 

 来所が困難な状態で、見守りや定期的な状態確認が必要な当事者に対して訪問相談を

継続する 

 支援が中断している利用者の動向を確認するため追跡調査訪問を実施する 

 

 

定款の事業名 支出見込額（千円） 

④障害保健福祉に関する啓発事業 137 

目的 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障

害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することによ

り、共生社会の実現を図る。  

 

④-1 

事業内容 
あいサポーター養成研修の開催 

実施予定日時 １回 

実施予定場所 建部町公民館 

従事者の予定人数 職員 5、講師 1 

受益対象者の範囲及び予定人数 会員、一般住民 約 150名 

 建部町内の企業や団体に向け、参加を呼びかける 

 

④-2 

事業内容 
機関紙「なでしこだより」の発送 

実施予定日時 年4回 

実施予定場所 なでしこ共同作業所 

従事者の予定人数 職員 5  

受益対象者の範囲及び予定人数 会員 150 

 障害保健福祉に関わる情報、地域の情報を発信する紙面づくりを行う 

 細やかな事業報告を行うことで法人の活動をＰＲする 

 

④-3 

事業内容 
Facebookによる情報発信 

実施予定日時 年6回 



 

 

実施予定場所 なでしこ共同作業所 

従事者の予定人数 職員 1 

受益対象者の範囲及び予定人数 約 50名 

 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/ 

 

 

定款の事業名 支出見込額（千円） 

⑤地域交流に関する事業 134 

目的 

誰もが安心して暮らせる地域の中で、障害者が自立した生活を営める社会を目指す。 

 

⑤-1 

事業内容 
夏のふれあいカフェ 

実施予定日時 平成29年8月25日 

実施予定場所 なでしこ共同作業所 

従事者の予定人数 職員 8、ボランティア 9、家族会 7 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、家族、地域住民 100 

 作業所を開放し、一般住民に訪れてもらうことで障害者作業所の活動についての理解

を深めてもらう 

 

⑤-2 

事業内容 
第9回ふくわたり・ふれあい・ふくし祭り 

実施予定日時 
実行委員会：7月 

当日：10月頃 

実施予定場所 岡山市建部支所駐車場・建部町公民館 

従事者の予定人数 職員 10、実行委員 20 

受益対象者の範囲及び予定人数 障害当事者、家族、地域住民 350 

 地域の魅力を見直し、維持していくための手段としてイベントを開催し、地域住民、

福渡地域にある障害者施設・高齢者施設の利用者、また高齢者から子供まで世代を超

えた交流が可能な場をつくり、誰もが暮らしやすい地域を目指す 


