
平成 30 年度事業報告書 
 

             特定非営利活動法人 ネクスト 
１．活動の成果 

 
はじめに 
 障がい者の働く場の確保と自立した社会生活を送れるように支援を行うこと

を目的に平成 24 年 11 月設立、同年 12 月事業を開始した特定非営利活動法人ネ

クストは第 8 期を迎えることとなりました。 
 特定非営利活動法人ネクストは、「就 A」「就 B」「就移」の 3 サービスを提供

しています。30 年度は年間通じて 60 名前後の方に利用いただき、利用者数は

安定した推移となっています。個々の希望や適性に応じて、法人内 3 サービス

のなかで移動を行ったり、他の福祉サービス事業所への移行支援を行ったりす

るなど、これまでの活動の継続・発展に取組みました。また就労移行サービスの

利用者 1 名を一般就労へ送り出し、元年度初頭には数名の方が一般就労やＡ型

事業所へのステップアップを予定するなど、大きな成果を得ることができまし

た。 
 
Ａ型「ネクスト」多機能型「econte」 
～Ａ型・Ｂ型・就労移行、3 サービスの提供～ 
ネクストは A 型事業所として活動を開始しましたが、地域の障がい者就労支

援のニーズを読み取り、基礎的な就労訓練の必要性を感じ、B 型事業所を併設す

るに至りました。B 型サービス開始により、地域の特別支援学校から実習生、卒

業生の受入数が増加したため、ワンストップサービスにより利便性の向上を図

るため就労移行支援サービスの提供も開始しています。その結果 30 年春には支

援学校から「A・B・移行」に各 1 名の卒業生が利用を開始されるなど、3 サー

ビスの提供はネクストと地域の結びつきを強めるうえで大きな成果がありまし

た。 
30 年度は 3 サービスの提供を継続するなかで、個々の利用者の方の特性に応

じてどのような就労支援を実施するのが適切か判断し、より希望に応じたサー

ビスが提供できるよう取り組みました。令和元年度は必要に応じてサービスの

統廃合を実施し、より専門性の高い効率的な就労支援が実施できる体制を整備

していきたいと考えています。 
 
学校機関との連携の深化 
～修学（卒業）から就労へ直接つながる支援体制の確立を目指して～ 
 平成 30 年度も特別支援学校からの校外実習の受入を行い、2 校から複数名の

実習生受け入れを行いました。実習生の担当教諭やほとんどの保護者の方が実



習期間中に見学に来られることもあり、「生徒・保護者・学校・事業所」の 4 者

が信頼関係を築けるような活動へと深化しています。この取り組みの結果、1 名

の実習生の方が卒業後、新年度よりネクスト（B 型）の利用を開始されています。

B 型利用を開始するにあたり、econte でアセスメントを行い、ネクストでのワ

ンストップサービスを実現しています。支援学校との結びつきは強くなり、支援

学校からネクストへという道のりは出来上がりつつあるように感じていますの

で、今後はネクストから一般就労へという道を開拓し、「支援学校→福祉サービ

ス事業所→一般就労」というステップアップ体制の構築につなげていきたいと

考えています。 
 
地域貢献事業：～学校機関への資源ごみ提供活動～ 

28 年 1 月、「修学から就労へ」の取り組みの一環として活動を開始した近隣小

中学校や特別支援学校への資源ごみ提供活動は、30 年度も年間を通して活動を

継続することができました。今年度も昨年度同様、利用者の方の就労訓練の一環

として回収・提供活動を手伝っていただけたので、アルミ缶 160 ㎏、ダンボー

ル・古紙などの資源ごみ 590 ㎏と前年に引き続き非常にたくさんの資源ごみを

提供することができました。また小中学校の資源ごみ提供の際に、30 年度に「清

水基金」よりご支援いただきました 2t トラックを使用して提供に伺えたことで、

効率的にたくさんの資源運搬が可能となっています。今後もこれらの地域貢献

活動を継続し、近隣小中学校や特別支援学校との交流を深め、「修学から就労へ

の支援」の一助となるよう令和元年度も継続していきます。 
 
二つの役割：～就労場所の提供という役割・通過点としての役割～ 
ネクスト開設当初は、障がい者の就労できる企業・施設がほとんどない地域で

障がい者の方に「就労の場を提供する」ということが第一の目的でした。ここ数

年ネクストの認知度は高まり、地域の方々はもちろん近隣の障がい者支援にか

かわる社会資源との連携が深まり、様々な方から利用の問合せをいただけるよ

うになりました。そして実際に多くの方々に利用いただけるようになっていま

す。「就労の場を提供する」という役割については地域での評価をいただけるよ

うになったと感じていますので、今後は就労の場を提供するという役割に加え

て、「一般就労へ送り出す通過点」としての役割を担っていきたいと考えていま

す。 
ネクストではこれまでも「利用者の方を一般就労に送り出したい」と願い活動

を継続してきましたが、現在の近隣地域を取り巻く障がい者雇用の現状は厳し

く、願うだけでは一般就労移行は難しいという現実がありました。そこで開設以

来取組んできた資格取得支援を、29 年度からさらに発展させた取組を開始し「通

過点としての役割」を目指せる就労支援に取組み始めました。 
 



資格取得支援事業：～ステップアップしていける就労支援を目指して～ 
これまでの取組 
ネクストでは公共交通機関の発達していない地域の現状を考慮して、利用者

の方の運転免許資格取得支援に力を入れてきました。私たちの活動する地域で

は一人一台車が必要と言われるくらい交通の便が悪い地域となっており、一般

就労をめざすうえではもちろん、日常生活を送るうえでも移動手段の確保は必

要な課題と言えます。そこでネクストでは開設以来、利用者の方の免許取得支援

に力を入れてきました。支援内容としては「教習所や運転免許試験センターへの

無料送迎」「事業所での勉強会の実施」などに取組みましたが、それらの支援の

成果が実を結び、これまでに 7 名（Ａ型 6 名、Ｂ型 1 名／普通自動車 4 名、自

動二輪 1 名、原付 2 名）が免許を取得しています。その結果 1 名は一般就労へ

の移行を実現し、4 名は事業所の送迎利用から自力通所へと切り替えを果たして

おり、一般就労移行を視野に入れる段階にステップアップしています。 
上記の通り運転免許取得は、当地域では一般就労移行に必要最低限の資格で

あると言えます。ただ、運転免許があるだけでは一般就労移行は困難で、仮に移

行できたとしても長く定着していくことはさらに困難であると感じています。

そこでネクストでは平成 29 年度から、一般事業所に移行した後でも役に立つ資

格として「フォークリフト資格取得支援」を開始しました。 
 
新たな取り組み 
「フォークリフト資格取得支援」の具体的な支援内容は、「受講費用の全額を

法人で負担」「受講時間も勤務時間に算入することで、受講中の給与保障」を行

い、利用者の方の負担無くフォークリフト資格を取得していただく取り組みと

なっており、取得された方には事業所でのフォークリフト業務に従事していた

だいています。この取り組みにより 2 年間で 2 名の利用者の方がフォークリフ

ト資格を取得し、事業所でのフォークリフト業務に従事していただくようにな

っています。資格取得し、実際にフォークリフト業務に従事するなかで、物流に

関連した一般就労移行を検討し始めた方もいらっしゃるなど、この取り組みは

新たな道を開拓する基礎となりつつあります。令和元年度も 1 名の方にフォー

クリフト資格取得の支援を予定しています。そのように資格取得された方を一

般就労へ送り出していけるよう支援していきたいと思っています。 
 
 
2.ネクストの事業 
 
【布団リサイクル事業】 

平成 30 年度も地元繊維会社フロンティア株式会社から受注している不要布

団を原料としたリサイクル寝具の製造に取り組みました。 



原料となる不要布団の回収先は 30 年度 2 か所増加し（枚方市、丹波市）、

10 市 1 郡 8 か所のクリーンセンターへと広がっており、令和元年度には新た

に岐阜県輪之内町からの回収事業を開始することが予定されています。また、

それ以外の複数の市町から布団回収に関する問い合わせをいただいており、今

後も回収量は増加し、布団リサイクル事業は拡大することが予想されます。布

団リサイクル事業は障がい者就労、環境保全という「福祉」「環境」2 つの社

会的課題に寄与できる活動として、今後も継続・拡大していきたいと考えてい

ます。 
 

廃棄布団の回収実績 

【参考】30 年 1 月～12 月の廃棄布団回収量 
回収先 重さ 枚数 

自治体クリーンセンター 
167,890 ㎏ 

（前年度比 +34,430 ㎏） 
67,706 枚 

（前年度比 +13,726 枚） 
 
回収先自治体（※別紙 「廃棄布団の回収状況」 参照） 
加西市、小野市、加東市、西脇市、多可郡、養父市、朝来市、大和郡山市、加古

川市、枚方市、丹波市 

※新規開始：京都府（H31.4~） 岐阜県輪之内町（R 元.6～） 

上記クリーンセンターからの回収以外にも近年では地域住民の方が直接リフ

レッシュセンターに不要となったふとんを持ち込んでくださるようになり、地

域のリサイクル活動の一員として地域に根差した活動基盤を確立できつつある

ように感じています。 
 

寝具等製造事業 

【エアリーシリーズ】 

  25 年度からのアイリスオーヤマのエアリーシリーズは、30 年度も引き続き

受注いただきましたが、昨年 9 月にエアリー中材の生産所である東洋紡が焼

失したことにより、中材の供給が減少しました。それに伴い受注も減少しまし

たが、現在ドイツからの供給が可能となり、令和元年度も、昨年実績には届か

ずとも同様の寝具類組み立て作業を受注する予定をしています。 

【田村駒『枕』シリーズ】 
  30 年度 4 月に「田村駒株式会社」より、イトーヨーカドー向け ディノスセ

シール向け 等の枕製造の受注をいただき、1 年間で約 3 万個の枕生産を行い



ました。令和元年度も、イトーヨーカドー向け、日テレ向け、テレ朝向け、デ

ィノス向けとして 2 万個の生産依頼をいただいており、引き続き枕製造を行

います。 

【低反発ウレタンシリーズ】 

  平成 31 年 2 月より開始した低反発ウレタンを中材としたマットレス、枕、

クッション等の生産を今年度も継続します。 

【羽毛製品】 

  クリーンセンターからの回収布団に占める羽毛布団の割合は一定量あり、

安定した原料の確保ができています。今後は「リサイクル羽毛布団の生産・販

売」と、「リサイクル羽毛の原料としての販売」の 2 本立てを予定しています。 

【軍手】 

リサイクル綿を使用した軍手の製造・販売は、従来通り一定量の受注をいた

だいており、また今後はフロンティア株式会社の販路を活用した販売も予定し

ており、微増ではありますが業績を伸ばしています。 
 
３．30年度の主な取組 

安全・防犯・健康を高める事業 

（1）ネクスト八千代工場に消防設備設置 
 平成 29 年度「神戸やまぶき財団」より自動火災報知設備、「倶進会」より動力

消防ポンプ、平成 30 年度には「森村豊明会」より誘導灯の各設備設置費用をご

支援いただき、30 年度の 1 年間でネクスト八千代工場に「1.消火器、2、自動火

災報知機、3.動力消防ポンプ、4.火災通報装置、5.誘導灯」を設置することがで

きました。これによりネクスト全施設で消防署からの指示通りの改修を終える

ことができ、安全性についての設備の面では課題をクリアすることができてい

ます。ただそれらの設備を運用していくソフト面の課題を今後は意識しなけれ

ばならないと考えています。消防・防災設備は設置したら終わりというものでは

ありません。それらの設備を有効に活用し、いざというときに施設利用者の生

命・安全を守れるよう適切に運用していきたいと考えています。 

（2）避難訓練実施・救急救命講習受講 
 ネクスト八千代工場では年 2 回の消防訓練が義務付けられていますので、令

和元年度は動力消防ポンプを活用し、消防署と連携した消防訓練を実施してい

きたいと考えています。また、新年度には救急救命講習に取組み、事業所の安全

性を高める活動にも力を入れていきます。 
 
 



（3）八千代工場高圧受変電設備改修 
 神戸やまぶき財団「第 13 回平成 30 年度（後期）」助成決定をいただき、令和

元年度の早期にネクスト八千代工場の高圧受変電設備改修工事に取り掛かれる

こととなりました。ネクスト全施設を担当してくださっている「電気管理技術者」

から、「設置後相当な年数が経過しているので、早期に改修する」よう指示があ

りましたところ、神戸やまぶき財団よりご支援いただけたことから改修工事実

施の運びとなりました。地絡事故等が起こると近隣住民にもご迷惑がかかると

の指摘を受けていましたので、このたびご支援いただき、着工のめどが立ちまし

たことに心より感謝いたします。今後も近隣の安全にも配慮した事業所運営を

目指します。 

（4）定期健康診断の実施 
 令和元年度も 3 月に八千代工場で「定期検診」を実施しました。ネクストで社

会保険に加入している利用者・スタッフ全員を対象に実施しています。受診日は

送迎車両を使用して 4 事業所から対象者の送迎を行い、また受診時間中を就労

時間に算入し給与保障を行うことで、全員が負担無く受診できる体制を整えて

います。当日受診できない方は、近隣で実施される予備日の定期健診にて受診を

促しており、予備日の受診者も含めて今年度は 37 名の利用者・スタッフが受診

しています。 
 
施設・設備に関する取組 

（1）ボイラー増備事業 
共同募金施設臨時費配分をいただいて 
 平成 30 年度実施分として兵庫県共同募金会よりご支援いただき、リフレッシ

ュセンターにボイラーを増備しました。これまで使用してきたボイラーは設置

後相当な期間が経過しており、更新の時期が迫っていました。また冬場など気温

の低い時期は温まるまでに相当な時間がかかっていましたが、兵庫県共同募金

会よりご支援いただけたことで、効率的なボイラー運用が可能となりました。ま

た令和元年度には大型乾燥機増備も予定していますが、そのような設備増備を

検討できるのもご支援いただけた賜物であると考えています。 

（2）ジャンボカーゴ導入事業 
長谷川福祉会、前川報恩会よりご支援をいただいて 
 ネクストでは 8 か所のクリーンセンターで廃棄された布団回収を行っていま

す。それらの布団の積み下ろし・運搬は手作業で行っていましたが、重たい布団

の運搬作業は重労働となっていました。そこで協力いただけるクリーンセンタ

ーにジャンボカーゴを導入する事業を計画しましたところ、「長谷川福祉会」「前

川報恩会」より各 16 台の導入費用をご支援いただき、計 32 台のジャンボカー



ゴを導入することができました。ジャンボカーゴであればフォークリフトでト

ラックへの積み下ろしが可能であり、また台車がついているので平地では押し

て運搬でき、重労働の大幅な削減につながっています。利用者・スタッフはもち

ろん、クリーンセンターの職員からも喜びの声をいただくことができました。

「長谷川福祉会」「前川報恩会」には心より感謝いたします。 

（3）検針機増備 
木口福祉財団よりご支援をいただいて 
不要布団のわたをリサイクルしているため、わたの中に異物が混入していな

いか検査する「検針機」はネクストの事業活動には欠かせない設備と言えます。

使用頻度の高い最も大きな検針機は設置後相当期間が経過しており更新時期が

近付いていました。そのような時期に木口福祉財団からご支援いただけたこと

で、最新型の検針機を増備することができました。福祉サービス事業所での「も

のづくり」ではありますが、一般事業所に負けない『安全品質』の「ものづくり」

を目指したいと思っています。ご支援いただきました木口福祉財団には心より

感謝いたします。 

（4）大型乾燥機増備 
日本郵便株式会社より年賀寄附金配分をいただくことになりました。 
 平成 30 年度に申請しました年賀寄附金配分事業に採択していただけたこと

で、令和元年度に大型乾燥機を増備することができる運びとなりました。提携ク

リーンセンターの数も拡大しており、今後布団回収量の増加が見込まれること

から乾燥機増備の必要性が高まっておりましたところ、日本郵便株式会社から

ご支援いただけたことに心より感謝いたします。 

（5）車両に関する事項 
「清水基金」からの助成を受けて 
 清水基金よりご支援いただきました 2ｔトラックが 30 年度に納車されました。

ご支援いただきましたトラックは「布団回収」「製品の出荷」、近隣小中学校の「資

源ごみ提供活動」など、日々の事業活動に使用するのはもちろんのこと、資源ご

み提供活動などの地域貢献事業にも使用することで、清水基金への感謝の気持

ちを地域の方々にお返ししていきたいと願っています。 
 

4．事業実施体制 

【会議に関する事項】 

① 通常総会 
開催日：平成 30 年 5 月 31 日（木）18：30~19：30 

② 理事会 
開催日：平成 30 年 5 月 31 日（木）17：30~18：30 



特定非営利活動に係る事業 

定款に定める事業 実施内容 実施日時 実施場所 
従業者の 

人数 
受益対象者の 
範囲及び人数 

事業費 
(千円) 

障害福祉サービス事業 

就労継続支援Ａ型 
（ネクスト） 

月～金 
9:00～17：00 

西脇市 
多可町 

12 

多可町、西脇市、

小野市、丹波市、

加東市在住の障

害者 40 名 

175,460 

就労継続支援Ｂ型 
（econte） 

月～金 
9:00～17：00 

西脇市 
多可町 

3 
同上 
定員 14 名 

26,603 
就労移行支援 
（econte） 

月～金 
9：00～17：00 

西脇市 
多可町 

3 
同上 
定員 6 名 

地域生活支援事業 介護、家事援助等 準備段階 － 1 － 0 

地域住民との交流事業 交流スペース運営等 準備段階 － 1 － 0 

寝具等のリサイクル事業の

推進及び啓蒙事業 

寝具リサイクル事業への

取り組み PR の DVD・ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞ作成 facebook  

月～金 
9:00～17：00 

多可町 
関係機関 

3 関係機関、一般 0 

介護タクシー支援事業の推

進及び啓蒙事業 
 準備段階 － 1 － 0 

 
 
 


