
平成 29 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 7 期を迎えることとなりました。 
 「A 型事業所ネクスト」では、近隣市町の支援をいただきながら、年間を通

して 40 数名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、A 型から「一般就労・econte（ネクストの就移・

B 型）・他の福祉サービス事業所」等へ移動された方がある一方で、新たに地域

の障がい者、支援学校卒業生が利用を開始されるなど、多様化するニーズに対

応できる体制が整いつつあります。 
また平成 27 年 4 月に開設しました「B 型事業所 econte」は、29 年 6 月から

は「就労移行支援サービス」の提供を開始し、多機能型事業所として新たな一

歩を踏み出しました。29 年度当初 7 名だった B 型利用者は年度末には 12 名と

なり、6 月より開設した就労移行支援サービスも 30 年 3 月現在、5 名の方に利

用いただいています。 
ネクスト全体としては 29 年 3 月、52 名だった利用者数は 1 年間で 61 名へ

と増加し、現在定員 20 名の多機能型事業所は今後、多機能型の解消、定員枠

の拡大の必要に迫られる状況が予想されます。 
 
Ａ型「ネクスト」多機能型「econte」 
～Ａ型・Ｂ型・就労移行、3 サービスの提供を開始～ 
ネクストは A 型事業所として平成 24 年 12 月に開設しましたが、活動を続け

るなかで地域の障がい者就労に対するニーズの複雑化、利用者の方の年齢層・

障がいの種別程度の多様化を感じ、より幅広い就労支援サービスを提供するた

め、B 型事業所「econte」を併設するに至りました。 
「特別支援学校」と「A 型事業所」との中間的役割を担うことを目的として

B 型事業所を設立しましたが、現行制度上では「特別支援学校」から直接 B 型

事業所への移行は認められておらず、「就労移行支援事業所」を経由しなければ

ならないとされています。そのため平成 28 年度には 3 名の支援学校卒業生が

利用を開始されましたが、3 名の方には他の
．．

「就労移行支援事業所」を経由し

ていただくというご不便をおかけしました。「支援学校→他の
．．

就労移行→ネクス



ト B 型」という 2 度にわたる環境変化は利用者の方の負担となり、また他の
．．

就

労移行支援事業所への送迎は保護者の方の負担となっていました。そこでネク

ストでは平成 29 年 6 月より「就労移行支援事業」の指定をいただき、B 型事

業所「econte」は就労移行支援サービスを加えた「多機能型事業所」としての

活動を開始しました。 
3 サービスの提供開始後は、個々の利用者の方の特性に応じてどのような就

労支援が適切か見直しを行い、希望されるサービスへの移行が実現できるよう

な体制を整えています。また、29 年度は 1 名ではありますがＡ型事業所から一

般就労への移行が実現しています。30 年度は 3 サービスの役割分担をより明確

にし、個々の方が希望される就労の在り方が実現できるよう取り組みを進めて

いきます。 
 
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 29 年度も特別支援学校からの校外実習の受入を行い、今年度は 2 校か

ら 4 名（Ａ型 2 名、Ｂ型 2 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、4 名の実習生のうち 3 名の方が 30 年度よりＡ

型・Ｂ型・就移の利用を開始されています。Ｂ型利用に関しては、28 年度まで

は他の
．．

就労移行支援事業所
．．．．．．．．．

を経由していただくという不便があったのに対して、

ネクストで就移を開設したことにより、支援学校から直接ネクストＢ型という

道のりを開拓できたことで、支援学校からＢ型への利便性は高まっていると実

感できるようになりました。将来的には支援学校から一般就労まで長期的・計

画的な視点を持った就労支援サービス提供に結びつけていくことを目指してい

ます。 
これらの『修学から就労へ直接つながる支援』は『支援学校→Ｂ型事業所→

→Ａ型事業所→就労移行支援事業所→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、29 年度も年間を通して活動

を継続することができました。29 年度は 1 年間でアルミ缶 114 ㎏、ダンボー

ル・古紙などの資源ごみを 600 ㎏提供いたしました。これまではスタッフが空

き時間を利用して提供活動を行ってきたのに対して、今年度は利用者の方も就



労訓練の一環として手伝っていただける体制となりました。その結果、収集量

が大幅に増加し、法人の 2ｔトラックを使用して提供に伺うことができるよう

になったため、提供量も飛躍的に増加しています。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 30 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～ 
ネクスト開設当初の目的は、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。29 年度には 3 サービスを合わせて 60 名を超える方に利用いただき、「就

労の場を提供する」という役割は果たせていると感じるようになりました。そ

こ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。 
ネクストには地域の障がい者の方だけでなく、支援学校卒業生を含む多様な

方が利用されます。ネクストのＡ型を目標に来られる方もありますが、一般就

労への移行を目標とされている方も多数あります。これまでも一般就労への移

行を目指して支援を行ってきましたが、現在の郡部における障がい者雇用を取

り巻く現状は厳しく、毎年数名程度が一般就労への移行を実現するというのが

やっとの状況です。しかし 29 年度「就労移行支援サービス」の提供を開始し

たことを機に、今後はより専門的な就労支援にも取り組み、「通過点としての役

割」を果たせる体制を構築していきたいと考えています。 
 
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 
ネクストでは利用者の方を一般就労へ送り出したいと願って 5 年間活動を続

けてきましたが、送り出したいという気持ちだけでは一般就労への移行は難し

く、また仮に移行できたとしても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開設以来「資格取得支援」を行ってきました。これまで

は運転免許資格取得支援、サービス管理責任者資格取得支援などに取組んでい

ます。具体的な支援内容は「資格取得費用の一部負担、教習所等の会場への無

料送迎支援」を行ってきましたが、運転免許取得支援におきましては、5 名（Ａ

型 4 名、Ｂ型 1 名／普通自動車 2 名、自動二輪 1 名、原付 2 名）が免許を取得

しています。ネクストが活動する地域は郡部であり、公共交通機関を使用して

の通勤は現実的には困難な地域であり、一般就労移行には運転免許の取得は欠

かせません。その支援の結果、免許取得者のうち 1 名は一般就労への移行を実

現し、移行先へも取得した免許をいかして通勤しており、また 2 名は法人送迎



車による送迎利用から自力通所への転換を実現しています。30 年 3 月現在も 1
名の方が教習所へ通っており、また 1 名の方が教習所入校を検討していますの

で、今後も運転免許取得支援は継続していきます。 
またサビ管資格取得支援ではＡ型利用者の方の資格取得を支援し、ネクスト

Ｂ型設立の際にはサビ管資格を取得された利用者の方を正規の職員（サービス

管理責任者）として採用し、法人内でもステップアップしていける体制を整備

しています。30 年度にも事業所で費用を負担し、新たにサービス管理責任者の

育成に取組みます。 
また 29 年度には、スタッフの「訪問型職場適応援助者」資格取得を支援し、

キャリアアップ支援にも努めています。今後はできる限り利用者の方を正規職

員への転換を図るとともに、職員のキャリアアップ支援も充実させていきたい

と考えています。 
資格取得支援～29 年度に開始した取り組み～ 

28 年度までの上記のような資格取得支援の経験をいかし、29 年度は利用者

の方が一般就労へ移行した後にいかせる資格取得支援に力を入れたいと考え、

新たにフォークリフト資格取得支援を開始しました。ネクストではこれまでフ

ォークリフト資格をお持ちの方が利用を開始されることはありましたが、ネク

スト利用者の方がフォークリフト資格を取得したことはありませんでした。そ

こで 29 年度には利用者の方がネクストを利用しながらフォークリフト資格を

取得できるような支援を開始しました。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。 
ネクストは 5 つの事業所で 7 台のフォークリフトを使用して原材料の搬入、

製品の出荷を行っています。フォークリフトは日々の就労支援事業で必要のみ

ならず、資格をお持ちの利用者の方の作業訓練にも使用しており、不可欠な設

備です。これまで「倶進会」「森村豊明会」よりフォークリフト購入費用をご支

援いただき、また「神戸やまぶき財団」「松翁会」「みずほ福祉助成財団」から

フォークリフトによる物流に使用する設備のご支援をいただいています。平成

30 年度も、フォークリフト資格取得支援を実施し、資格を取られた方にそれら

の設備を使用して就労訓練を行うことで、一般就労への移行、定着支援につな

げていきたいと考えています。 
30 年度の新たな取り組み 
【介護士資格】 
 今後急激な高齢化が予想されることから、介護職員の需要が高まることが見

込まれます。利用者の方の中には介護職に興味をお持ちの方もいらっしゃるの



で、30 年度はそのような一般就労移行が可能かどうか模索していきたいと考え

ています。 
【危険物取扱者資格】 
 29 年度のフォークリフト資格取得支援をさらに発展させて、30 年度は他の

資格取得支援にも取り組みたいと考え、支援対象とする資格として「危険物取

扱者資格」を検討しています。「ネクストリフレッシュセンター」ではボイラー

を使用していることから危険物管理者を置いています。そこで利用者の方の危

険物資格取得を支援し、「リフレッシュセンター」で実務経験を積んだうえで、

地域のガソリンスタンドなどへの一般就労移行を目指せないか、検討を重ねて

います。最近では 24 時間営業やセルフのガソリンスタンドも増加しており、

軽度の障がい者の方であれば資格を武器に負担無くガソリンスタンドへの一般

就労移行が見込めるのではないかと期待しています。 
新たな事業展開 
【検針機増備の検討】 
 29 年度は「株式会社ドウシシャ」より枕製造の受注をいただくことができ、

また年度末には新たに他社からの枕製造の問合せをいただいています。今後「枕

製造」の受注数を伸ばしていきたいと考えていますが、現在の製造量に対して、

検針機の台数の不足がありますので、30 年度には新たに検針機増備に取組みた

いと考えています。 
【刺しゅうミシン導入の検討】 
 近年ネクストではミシン作業にも力を入れており、ミシン操作に長けた方も

増加しています。近隣自治体から 1 歳児検診の際に配布する「手提げ袋」の製

造を受注しており、定番製品の縫製作業については利用者の方だけでも可能に

なるくらい熟練度は増しています。 
 そこで 30 年度は定番ものの縫製製品に「ネーム」や「ロゴ」などの刺しゅ

うを施して「オリジナリティー」のある自主製品の受注・製造・販売をしたい

と考え、「刺しゅうミシン」の導入を検討しています。事業所ホームページや「ミ

ンネ」「メルカリ」などのサイトを活用して受注・製造・販売を利用者・スタッ

フで分担して訓練として行えないか。これまではミシン作業を主とした「製造」

の部分ばかりを訓練として取り上げてきましたが、一般就労移行を目指して求

められる能力は「顧客とコミュニケーションを通して受注から販売まで一貫し

て行う総合的な能力」であると感じています。これらの訓練では「ネットやメ

ール、電話での受注業務」、「エクセルなどを使用した簡単な商品管理」「刺しゅ

うミシンへのデータ入力などミシン管理全般」、「製品の配送」「代金の受け渡し」

など、ミシン操作という作業訓練だけでなく、それに付随した様々な社会的経

験を通して、多様な能力を身に付けることができると期待しています。そこで

30 年度はこれらの新たな事業の開始を模索しています。 



 
2.ネクストの事業 
 
【布団リサイクル事業】 

平成 29 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 29 年度 1 か所増加し（加古川市）、8 市 1

郡 6 か所のクリーンセンターへと広がっており、平成 30 年度には新たに枚

方市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 
回収先自治体 
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 
【参考】29 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 133,460 ㎏ 53,980 枚 

ネクストではクリーンセンターから年間 133ｔの廃棄布団を回収・リサイク

ルして、地域の『障がい者就労』と『環境保全』に寄与しています。 
 
地域コミュニティと連携した取組 
西脇市比延地区まちづくり協議会と連携した不要布団回収事業。 
加東市では広報「かとう」に広告を掲載し、定期的な回収事業にも取り組みま

した。 
また地域住民の方が直接持ち込みくださる廃棄布団の量も増加しています。 
民間業者からの回収 
引越業者・リサイクル業者・産廃収集業者、ホテル旅館からの回収に取組む。 

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 29 年度も引き続き

受注いただき、安定した仕事量を維持しました。30 年度も同様の寝具類組立

作業は受注を予定しています。 



【ドウシシャ『枕』シリーズ】 
  29 年度に「株式会社ドウシシャ」より枕製造の受注をいただくことができ

ました。30 年度はこの受注数を伸ばしていけるよう、取り組みの拡大に努め、

必要に応じて新たな検針機の導入も検討いたします。 
【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。羽毛製品の製造工程を担当している従

事者の方の熟練度が高まり、今後も安定した生産量を保てる見込みとなって

います。 
【軍手】 

リサイクル綿を使用した軍手の製造・販売は、周辺の自治体、自動車販売

店から一定量の受注をいただいています。今後は販路を拡大するために、現

在契約を締結できていない自治体等との単価契約を目指すとともに、民間の

消費者への販路拡大にも取り組みます。 
 
３．29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 
 これまで地元繊維会社「フロンティア株式会社」よりお借りしていたネクス

ト八千代工場の土地（3 筆）・建物（3 棟）を、将来的にも自立した活動として

継続していくために 28 年 6 月、ネクストで購入いたしました。そして 29 年の

消防署による査察の際に、不動産取得の報告を行いましたところ、「株式会社事

業所」から「福祉サービス事業所」へ用途変更されたため、「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」の設置が必要と

いう指導をいただきました。これら「1～5」のすべての設備を設置するとなる

と、1,000 万円を超える費用が必要であったところ、「倶進会」より動力消防ポ

ンプ設置費用を、「神戸やまぶき財団」より自動火災報知機設置費用をご支援い

ただけたことで、上記「1～4」の設備を 29 年度中に着工することができまし

た。予算的な制約により着手できなかった「5.誘導灯」につきましては消防署

に「30 年度中に着工する」ことを約束することで猶予をいただいていますので、

必ず実行するという強い決意を持っています。 
（2）避難訓練実施・救急救命講習受講 
 30 年 1 月に、ネクスト全施設で避難訓練・消火訓練を行いました。消防署の

指導により消火訓練も行っていますが、有事の際にはまずご自身の安全を確保

することを徹底しています。30 年度も 2 回の避難訓練、動力消防ポンプを使用

した消火訓練の実施を予定しています。 
 また、28 年度に引き続き、職員は消防署での救急救命講習を受講しています。



救命の技術は事業所内で必要となるだけでなく、プライベートでも身近な方を

守るために必要な技術と考えていますので、今後も年に 1 度の受講を計画し、

救命技術の維持向上に努めたいと思います。 
（3）シートベルト着用の徹底 
 29 年度兵庫県内での福祉サービス事業所の送迎車両事故を受け、ネクストで

は再度、送迎中のシートベルト着用を徹底しています。全送迎車両に「必ず着

用する」旨の表示を行い、利用者の方にもご理解・ご協力をいただいています。

シートベルト着用の習慣は送迎時だけでなく、プライベートでの乗車時にも守

っていただく事で、自身の身を守る習慣として定着していくことを願っていま

す。 
（4）多機能型事業所へのロッカー増設 
 29 年度 econte を多機能型事業所としたことで利用者数は飛躍的に増加しま

した。そこで個人用ロッカーが不足しましたが、「兵庫県共同募金会」より「NHK
歳末たすけあい」のご支援いただけたことで、利用者・スタッフ全員分のロッ

カーが確保できました。個々の荷物をそれぞれ責任持って管理することで、よ

り自立した生活習慣が身に着くよう支援していきます。 
（5）定期健康診断の実施 
 今年度も 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。今年度は 39 名が受診し、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います。 
 
施設・設備に関する取組 
大型洗濯機増備事業～年賀寄附金配分を受けて～ 
 29 年度は日本郵便株式会社より「年賀寄附金配分」をいただき、大型洗濯機

購入事業に取組みました。ネクストでは不要布団の回収量が増加し、布団の洗

浄作業が追い付かなくなりつつありましたが、年賀寄附金よりご支援いただけ

たことで「加古川市」からの回収が始まった後も滞りなく洗濯作業は継続でき

ています。今後はご支援いただきました洗濯機をより有効活用できるよう、「ク

リーニング事業」など新規事業の開拓にも取り組みます。 
コンプレッサー増備事業～倶進会・愛恵福祉支援財団より助成金を受けて～ 
 29 年度倶進会・愛恵福祉支援財団よりご支援いただき、コンプレッサーの増

備入れ替えを行いました。ネクストでは 4 事業所で 8 台のコンプレッサーを使

用しています。コンプレッサーはエアーを吹いて清掃に使用するだけでなく、

吹き込み機やプレス機などの動力源としても使用しているため、ネクストでは



非常に重要な設備となっています。老朽化し、動かせなくなったコンプレッサ

ーの代替機が確保できていたことで、日々の作業を滞りなく進めることができ

ています。 
パレットの増備事業～神戸やまぶき財団より助成金を受けて～ 
 ネクストではフォークリフトで物流を扱っているため、事業所では大量のパ

レットを使用しています。パレットはプラスチックでできているため、経年劣

化により破損することがあります。また最近ではコンテナによる原材料の搬入

量が増加したため、繁忙期は事業所内でパレットの取り合いになっていました

が、29 年度神戸やまぶき財団よりご支援いただき 100 枚のパレットを購入で

きたことで、全ての事業所で必要なときに必要な枚数のパレットを使用できる

環境となっています。パレットは日々の業務に必要なのはもちろんのことです

が、利用者の方がフォークリフトを使用した作業を行う際には、訓練としても

使用しますので、ご支援いただけたことでより充実した訓練が行えていると感

じています。 
作業台・丸イスの増備～兵庫県共同募金会「NHK 歳末たすけあい」より～ 
 多機能型 econte では、これまで座位での基礎的な就労訓練を行ってきました

が、「就労移行支援サービス」の提供に伴いより実践的な就労訓練を行うため、

立位での作業も多く取り入れています。これまで使用していた作業台は高さが

足りず、立位での作業には適しておらず、また「背もたれ」のあるイスは作業

台の下に入れることができず、立位作業の際には邪魔になっていました。そこ

で「NHK 歳末たすけあい」よりご支援いただき、「高さのある作業台」「丸イ

ス」を購入いたしました。高めの作業台を使用できることで、一定時間の立位

作業でも腰への負担が少なくなり、集中して作業に取組めるようになっていま

す。また、背もたれのない丸イスは作業台の下に収納でき、出し入れが容易と

なっています。購入させていただいた設備で訓練を重ね、希望される方を一般

就労へと送り出せるよう日々の支援に取組んでまいります。 
 
車両に関する事項～「森村豊明会」「清水基金」からの助成を受けて～ 
 多機能型の開始により利用者数が増加したため、「森村豊明会」よりご支援い

ただき 8 人乗りの送迎車両を購入させていただきました。購入した車両は多機

能型での送迎に使用させていただいていますが、特別支援学校への資源ごみ提

供活動にも使用させていただき、地域貢献事業にも活用することで、ご支援い

ただきました皆様へ感謝の気持ちをお返ししたいと考えています。 
 また 29 年度は「清水基金」よりご支援いただき、30 年度中に「2ｔトラッ

ク」が納車される運びとなっています。29 年からは提携しているクリーンセン

ターが増加し、布団回収に使用するトラックの頻度が高まっています。また小

中学校への資源ごみ提供活動に 2ｔトラックを使用しており、30 年度に納車さ



れる 2ｔトラックも「布団回収」「製品の出荷」「地域貢献活動」などに使用し

たいと考えています。 
   
 
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 29 年 5 月 29 日（月）18：30~19：30 

② 理事会 
開催日：平成 29 年 5 月 29 日（月）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 

185,389 

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 

27,740 
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 

 
 
 


