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Ⅰ.平成２９年度の成果と課題 

 

２９年度は、就労移行支援事業オレンジフラッグを開設し、5 月から 10 月まで

毎月オレンジマルシェを開催することが出来ました。天候に随分振り回されま

したが、毎回、沢山のお客様に来ていただき、10 月のオレンジマルシェでは、

畑で育てたサツマイモを沢山焼いて販売を致しました。約 2000本を収穫したさ

つま芋も、大変好評で 12月初めに完売となりました。オレンジマルシェを通し

て看護学校の生徒さんや、市内の高校からのボランティアクラブの皆さんとの

嬉しい繋がりも出来ました。開催までの準備や制作物等も大変活気のある時間

の中で進められていて、次の年に繋がる良い流れを感じています。マンネリに

ならず、常に新しいワクワク感を感じながら来年も継続して開催してゆきたい

と思います。 

 

課題としては、引き続きスタッフ間の報・連・相をしっかり行っていきます。  

報告したつもり、連絡したつもり、相談して終わりにならないよう、  記録

をし、ミーティングで共有したり、日頃の振り返りの機会として研修を行った

りしながら、業務が円滑に捗る体制を目指してゆきたいと思います。 

今年度も大きな事故もなく、子供達と楽しい一年を送ることが出来ました。  

スタッフ、保護者の皆様、子供達に心から感謝し、更に充実した環境整備、基

盤整備に取り組んでいきたいと思いますので、これからもどうぞ宜しくお願い

致します。 
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Ⅱ.活動に関わる事項 

・福祉事業の運営 

① オレンジキッズ事業 

事業名 
オレンジキッズ 

(宮城県指定障害福祉 放課後等デイサービス) 

目 的 

五感を使った遊びを通し、情緒の安定、体力の増進、認知の向上を目指し、

障害特性からくるこだわり行動を軽減させていきながら、生活リズムを整え

ていく療育を行う。 

助 成 なし 

実 施 概 要 

■対 象： 小学校１年生～高校 3年生の療育手帳所持者 

■場 所：東新城オレンジ（気仙沼市東新城 2－5－4） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：月曜から土曜日（8月のみ土曜日休日） 

 ・休業日：日曜日・1月１～３日 

■料 金：市町村の定める料金（その他実費負担有） 

■登録者数：24名（うち木曜キッズ 7名）（29年 3月時点） 

今年度は新規利用登録者が 3名入り、市役所子ども家庭課、児童相談所、学

校等と連携しながら支援を行っている。必要な家庭には家庭訪問や、相談支

援を行い、延長支援なども行っている。 

木曜キッズも引き続き行う。年末も開所し多くの利用希望がありキャンセル

待ちの日も見られるようになっている。 

日々の活動として個別支援計画に沿いながら、課題として名前書きの練習

や育脳プリントを行っている。室内遊びとして折り紙や画用紙等を使っての

壁面飾りの作成や、音楽を楽しむ楽器遊び、ボール遊びを行っている。戸外

で体を動かしたり、公園など図書館などスタッフが支援を行いながら地域の

方々と関わる場面も日常的にあった。おやつの準備や、片付け、生き物や草

花の世話などのお手伝いも子供と楽しみながら行うことが出来た。 

毎月の行事として行っている調理体験では、スタッフと一緒に調理を行

い、楽しみながら、食事への興味を広げる機会に繋げている。 

今年度も菊地久美子先生の指導で健康体操を行う。旧白山小学校の体育館

を定期的に利用し、ストレッチやダンス、サーキットで体を動かし、楽しく

スムーズに参加している。 

１１月より音楽療法士の立花理沙先生に依頼し音楽療法を開始。参加した

児童の様子を個別に振り返り、三日町の 2階を使い、音楽に親しみながらコ

ミュニケーションの練習などのトレーニングにつなげる活動を行った。 

夏休みは旧白山小学校校庭に設置したプールの他、ティーンズと一緒に川遊



 

 

びや、公園での活動を行った。今年も庭で流しそうめんを行い、準備の段階

から子供たちが参加し、協力して行うことが出来た。 

7 月 29日には東京の NPO法人アクアリズムの皆さんと岩手県の B＆Gのプー

ル活動を行い、今までのデータをもとに、個別に目標を立ててプール活動を

行うことができた。 

9月 30日に収穫祭、芋煮会を行い、親子で畑のサツマイモを収穫後、東新城

の庭にテーブルを設置しみんなで豚汁や、おにぎりを食べた。 

10 月 29 日のハロウィンでは自分たちで作った帽子や、自分で用意した衣

装で行列に参加。お礼のカードも作り子どもたちと一緒に、協力して下さっ

たところにお礼の挨拶に行くなど地域の方との交流の場となった。 

12月 9日のクリスマス会にはほとんどの子が参加。活動の中で制作した飾

りを展示。あきらちゃんコロッケくんのコンサートを楽しみ、宝探しゲーム

も楽しく参加することができた。 

 

成果と課題 

■成果：オレンジキッズ（小学生対象）からティーンズ（中高生対象）の療

育に移行できるよう、集団での生活や地域との関わりの場面で、ひとり一

人の障がい特性に合わせた療育を実践することが出来た。また、子ども家

庭課、児童相談所と連携し、子供や問題ケース等にも関わっていただく等、

新たな繋がりができ利用希望者の増加につながっている。 

イベントへも多くの子が参加。落ち着いて親子が楽しみながら参加出来る

ようになり成長を感じる場面が多くあった。 

年度末には新しくオレンジを利用する児童の増加に伴い、担当者会議など

の開催も増え他事業所との連携が密になった。 

■課題：問題ケースへの対応が評価され、市役所子ども家庭課との連携が密

になった。スタッフも研修の場を設け、療育相談や、家族支援の充実に繋

げていきたい。また、子どもたちの地域生活が安心、安全な環境の中で送

れるように、保護者さんや、学校、地域、医療等の各関係機関と情報を共

有し、より充実した支援へ繋げていきたい。利用児童の増加に伴いキャン

セル待ちをお願いしたり、新規利用児童の利用日が限られてしまうことが

ある。今後も保護者様からの児童に関する意見や、活動の中で児童の様子

をスタッフ間で常に共有し、療育支援に繋げていきたい。 

 

  



 

 

 

オレンジキッズ 活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

② オレンジティーンズ事業 

事 業 名 
オレンジティーンズ 

（宮城県指定障害福祉 放課後等デイサービス） 

目  的 

オレンジキッズで培った生活リズムをベースとし、思春期の心身の変化

に寄り添いながら、より地域との関わりの多い環境で社会性を伸ばし、就

労を視野に入れたトレーニングを行う。 

助  成 なし 

基 礎 情 報 

■対 象：中学校 1年生～18歳未満の療育手帳所持者 

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町 2－2－15） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金（その他実費負担有） 

■登録者数：10名 

実施概要 

日誌の記入や、名前書き練習、考える力を育む育脳プリントなど、子ども

達一人一人に課題を設定し、日々取り組んでいる。また、季節ごとの壁面

装飾作り、食器洗いやテーブル拭きなどのお手伝いも継続して行ってい

る。また、月に一度の調理体験、週末や休日のお出かけなど、様々な経験

を子ども達に提供できた。 

毎月行っている健康体操では、菊地久美子先生を講師に招き、子ども達が

覚えやすい体操を教えて頂き楽しく元気に体を動かすことができた。 

６月には遠足で盛岡動物園に出かけ、利用児とご家族が楽しく過ごす時間

をサポートすることができた。 

７月にはＮＰＯ法人アクアリズムの協力のもと、藤沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

でのプール支援を提供できた。 

１１月より音楽療法士の立花理沙先生の指導の下、音楽療法を行った。 

春から秋にかけ開催されたオレンジマルシェでは、買い物体験のほか、オ

レンジフラッグメンバーとともに販売体験も行い、将来の就労に向けた社

会参加の場を提供することができた。 

成果と課題 

■成果： 

オレンジハイティーンズの閉所に伴い、８月よりハイティーンズメンバ

ーとともに活動を行った。利用児の気持ちの整理へのケアを心がけ、大

きな混乱なく活動することができた。 

■課題： 

 事故やトラブルの防止に努め、子ども達が伸び伸びと楽しく活動し、将

来へ向けたトレーニングに励める環境づくりを行っていく。 



 

 

 

オレンジティーンズ 活動の様子 

 

 

 

  



 

 

 

③ オレンジハイティーンズ事業 

 

  

事 業 名 オレンジハイティーンズ（放課後等デイサービス） 

目    的 

思春期の子どもたちの心身の安定・居場所づくりを基本とし、個々の特性に

あった就労トレーニングをサポートする。 

また、オレンジの各種イベントに積極的に参加し、オレンジフラッグと連携

した就労支援を行う。 

基 礎 情 報 

■対 象：ネットワークオレンジに通う高等部の児童を対象とする。  

■場 所：本郷オレンジ（気仙沼市本郷 9-1） 

■営業日及びサービス提供時間 

・営業日：毎週 月・火・水・金・土 

・休業日：毎週木・日曜日及び１２月２８日～１月３日 

実 施 概 要 

就労へ向けたトレーニングとして、月一回のオレンジマルシェへ参加、販売

体験を行った。室内での活動は日誌書き・育脳プリント・学校の宿題を行い、

余暇としては Wii や木工工作・パズルを主に行い、その中で友達との関わり、

ルールを学んだ。 

夏休みは、キッズ・ティーンズと連動したお出かけなどのレクリエーション

や、各自夏休みの宿題を行った。 

 

事業所周辺の道路拡張工事等に伴い、７月末を以て閉所となった。利用者・

スタッフは８月より三日町オレンジにてオレンジティーンズとして活動を

行った。 

成果と課題 

■成 果：マルシェでの喫茶店員や販売体験といった実践の場に定期的に参

加する事で、利用者それぞれに就労への意識・達成感を持たせるこ

とができた。 

■課 題：閉所による環境の変化に伴う利用者の不安の緩和・心のケアが必

要となる。ティーンズへの移行後も継続して支援を行う。 



 

 

オレンジハイティーンズ活動の様子 

 

 

 

④ スマイルサポート事業 

事 業 名 スマイルサポート（自主事業 兄弟養育支援） 

目  的 
放課後等デイサービス利用児・者の兄弟に対し、余暇活動や放課後支援を実

施する 

助  成 なし 

基 礎 情 報  

■対 象：兄弟がオレンジキッズ・ティーンズ・ハイティーンズに通い、利

用を希望する児童  

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町 2－2－15） 

     東新城オレンジ（気仙沼市東新城 2－5－4） 

本郷オレンジ（気仙沼市本郷 9-1） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 



 

 

■料 金：1,000 円／日 延長料金 500 円（その他実費負担有） 

■利用者：１名 

■活動内容：年齢に応じオレンジキッズ・ティーンズ・ハイティーンズと共

に活動。 

成果と課題 

２９年度はオレンジキッズ利用児童の兄弟１名がサービスを利用し、キッズ

と一緒に活動を行い午後は健康体操に参加した。本人も兄弟児への関わりに

ついて悩んでおり、スタッフの関りを見たり聞いたりし、学ぼうとする様子

が見られた。今後も保護者様のニーズに応じてサービスを提供していく。 

 

⑤ オレンジフラッグ事業 

事 業 名 
オレンジフラッグ 

（宮城県指定障害福祉サービス 就労移行支援事業） 

目  的 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通

所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行い、一般就労等への移行に向け

て支援する。 

基 礎 情 報 

■対 象：知的障害者（６５歳未満の者） 

発達障害者（６５歳未満の者） 

精神障害者（６５歳未満の者） 

身体障害者（６５歳未満の者） 

■場 所：三日町オレンジ（気仙沼市三日町 2－2－15） 

■営業日及びサービス提供時間 

 ・営業日：運営規定の定めるとおり 

 ・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金（その他実費負担有） 

■登録者数：６名 

実施概要 

主に事業所内訓練（パソコン作業、菜園作業、ガーデニング、パッチワーク・

手芸、アート活動、駄菓子屋ぽっかぽか堂業務（オレンジマルシェの準備や

外注の菓子袋詰など）をはじめ、５月から１０月までの期間毎月１回ネット

ワークオレンジが開催する“オレンジマルシェ”に販売員またはイベントス

タッフとして参加し、カフェの販売接客業務、会計、パンやドーナツ、食育

菜園で収穫した野菜の販売、駄菓子屋の販売接客業務、チラシ配布や来場し

たこどもへプレゼントする風船配りなどを就労体験の一環として行い、それ

らの経験を経て希望する利用者には、職場体験の機会を設け、企業での実習



 

 

を一定期間行った。 

成果と課題 

■成果： 

日々利用を継続していく中で、事業所内での経験、イベントでの経験など 

一つ一つの経験と達成感が本人の自信へと繋がり、中には職場体験を希望 

し、事業所を離れて企業での実習を達成できた利用者もいた。また、実際に 

企業での実習を経験した仲間を見て自分も職場体験を頑張って経験してみ

たいという声もあがってきている。 

■課題： 

 一つ一つの経験と達成感が自信に繋がり、また一人一人の責任感という意 

識も出てきているところもあるが、今後は責任感に加え、一人一人の自発性 

も育んでいけるように支援していきたい。 

 

オレンジフラッグ活動の様子 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ オレンジエッグ事業   

事 業 名 オレンジエッグ（日中一時支援事業） 

目  的 

日中において障害者等を一時的に預かり、家族の負担軽減を図るとともに、

見守りや社会に適応するための日常的な訓練等の多様な福祉サービスの提

供を行うことにより、障害者とその家族の生活を支援する。 

助  成 なし 

基 礎 情 報  

■場 所： 東新城オレンジ（気仙沼市東新城 2－5－4） 

■サービス提供日及び時間：運営規定の定めるとおり 

■料 金： 運営規定の定めるとおり 

  

実施概要 

図書館や美術館などの公共施設へ出かけ、個々の興味や趣味の範囲を広げた

り、ボウリングやカラオケ等のレクリエーションで心身の健康づくりを図

る。室内活動として調理体験やゲームを行い、協調性や達成感を育み、充実

した余暇を提供した。 

成果と課題 
■成 果：公共施設・野外での活動を通して地域の方々とのふれ合いを持ち、

利用者それぞれが社会参加の意識を感じる時間を提供できた。 



 

 

■課 題：新規利用者の増加に際して、利用者同士の関わり方のケアや、活

動内容の工夫が必要。 

 

オレンジエッグ活動の様子 

 

 

  



 

 

⑦ アットホームオレンジ事業 

事 業 名 アットホームオレンジ（グループホーム） 

目 的 利用者の自立への生活訓練と心身の成長をはかる 

補   助 社会福祉施設等施設整備事業費補助金（宮城県障害福祉課施設支援班） 

基 礎 情 報  

■対 象：利用を希望する 16 歳以上の障がい者 

■場 所：アットホームオレンジ（宮城県気仙沼市大林 18-1） 

■営業日及びサービス提供時間 

・営業日：運営規定の定めるとおり 

・休業日：運営規定の定めるとおり 

■料 金：市町村の定める料金、他実費負担 

 

実 施 概 要  

■活動内容：日常生活で自分のできること（洗濯・掃除等）を行い、共に食

事・入浴・余暇を過ごし自分の家のように生活できる空間を提供している。 

休日（毎週木曜日・日曜日）には買い物支援を実施している。学校・就労

先への送迎、通院の付添にも対応している。 

 

成果と課題 

 開所から３年目の今年度も定員いっぱいの 4名の入居となっている。 

要保護児童 1名利用のため前年度に引き続きスタッフ 2名体制（夜勤の者

の他に早番・夜勤補助スタッフとしてとして１名増員）で対応していたが、

要保護児童の１名も高等部３年生となり、グループホームの生活にも慣れ落

ち着いた生活を送れるようになったため、夜勤補助が入る回数を段階的に減

らしている。 

 日中は、就労移行支援オレンジフラッグへ通う方が 2名、就労先（ネット

ワークオレンジ）へ通う方が 1名、また特別支援学校に通う児童が 1名（平

成３０年３月卒業、現在はオレンジフラッグに通っている）となっている。 

 夕方からグループホームでの生活となり、帰ってきてすぐに夕食の時間と

なり４名一緒に、台所のテーブルで食事をとっている。その後は入浴となり、

時間・順番を決め、スタッフの介助のもと入浴し、４名とも清潔保持するこ

とができている。 

 入床までの余暇時間では、リビングや自室でゲーム・ＣＤ・テレビ・ＤＶ

Ｄ・読書等をして過ごしていて。 

インフルエンザ等による体調不良の方の対応としては、協力医療機関での受

診介助や、自室静養、自宅静養等の対応をした。 

病気・不穏時の対応を専門医等の研修を用いて相談や、保護者様・行政・

支援学校等の各関係機関との支援会議を行い、専門的な知識・技術を身につ

け健康・穏やかに過ごしていけるよう支援していきたい。 



 

 

また、ハード面では小規模グループホームへのスプリンクラー設置義務の

猶予期間が平成３０年３月３１日までとなっていたため、平成２９年度社会

福祉施設等施設整備事業費補助金を申請、同年３月１日付けで交付決定の内

示・着工許可があり、同年３月３１日に入札を行い施工業者を決定し現在施

工に向け準備作業中となっており、竣工は同年７月末を予定している。 

 

⑧ 相談支援事業 ほっとオレンジ 

事 業 名 
ほっとオレンジ 

（指定計画相談支援及び指定障害児相談支援） 

目    的 

障害福祉サービスの利用を希望されている障害児・者のサービス利用の申請

に係る書類（サービス等利用計画など）の作成や、ご本人様とご家族が安心

して生活できるように、各事業所や行政、医療機関との担当者会議の開催を

行い、サポートしていく。 

助   成 なし 

基 礎 情 報 

■対 象：オレンジキッズ・オレンジティーンズ・オレンジフラッグ、アッ

トホームオレンジ利用者及びその家族や、その他、障害福祉サービスの利

用を考えている利用児・者及びその家族 

■場 所：東新城オレンジ（気仙沼市東新城二丁目５番４号） 

■営業日及びサービス提供時間 

・営業日：毎週 月・火・水・金・土  

・休業日：木曜日 ■登録者数：４４名 

実 施 概 要 

障害福祉サービスの利用を希望されている障害児・者のサービス利用の申請

に係る書類（サービス等利用計画など）の作成や、各事業所や学校、行政、

医療機関との担当者会議の開催、モニタリング期に合わせて契約されている

利用児・者の家庭訪問、ご本人様のサービス内容変更に伴うサービス等利用

計画関連書類の作成。 

１月１９日には、相談支援事業に係る専門の講師をお招きし、担当職員の研

修をを実施、サービス質向上に努めた。 

１２月より管理者に当法人代表理事の小野寺美厚が担当となった。 

成果と課題 

成果：ご家族との面談や家庭訪問を積極的に行い、ご本人様、ご家族の要望

に沿ったサービス等利用計画に関連する書類を作成する事が出来た。 

課題： 相談支援のサービス向上を目指し職員のスキルアップを図っていく。 

 

 



 

 

⑨ オレンジスクール事業 

事業名 オレンジスクール （自主事業） 

目 的 

障がいを持ったお子さんが学校卒業後、就労活動をしながら地域の方と交流を

深め合い、自分らしく生活していくために、子どもの特性や関わり方・育て方

をスタッフ・保護者が共に学び、実践していく場を提供していく。 

実施概要 

利用児・者の支援を行うにあたって、家庭と事業所の双方で一貫した支援を行

う必要があり、スタッフと保護者が共に学び、子ども達との関わり方を共有す

る場の必要性を感じた。また、親子で参加できる行事を開催し、子どもの成長

を感じられる場や、保護者が一人で孤立せず、保護者同士のつながりを作る場

として以下の要領でオレンジスクールを開催した。 

開催 内容 参加人数 

6 月 
「春の親子遠足」 

行先 盛岡市動物公園 
５６名 

7 月 「アクアリズムプール支援」藤沢海洋センター ３１名 

9 月 
「収穫祭」大林 畑・さつまいも掘り 

東新城オレンジ・畑で採れた野菜を使った芋煮汁 
５７名 

10 月 
「ハロウィン大作戦 2017」 

協力店舗：浜の家様、気仙沼市社会福祉協議会様、味屋酒店様 
４３名 

12 月 

「ぼくらのクリスマス大作戦２０１7」 

ゲスト：あきらちゃん、タンバリンくん 

・合奏・くじ引き大会 

５６名 

成果と課

題 

■成果：昨年実施できなかった収穫祭においては、天候にも恵まれ、多数の参

加者がありオレンジフラッグの食育菜園で栽培したサツマイモの収穫体験を

行うことができた。また、食育菜園で収穫した野菜を使った料理をご家族の皆

様と一緒に食べることで、保護者の皆様にオレンジフラッグの食育菜園活動に

ついてより認識を深めてもらうことができた。 

■課題：今後も一つ一つ企画する行事をスタッフ間で振り返りながらより充実

したサービスを提供できるように努めていきたい。 

  



 

 

 

オレンジスクール 活動の様子 

 

 

 

  



 

 

 

⑩ その他の事項 

 

◼ 利用累計及び過去 5年間の比較 

 

 

 

  

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
平成２９年度 607 625 625 646 600 624 612 615 609 594 598 676 7431
平成２８年度 524 557 583 609 649 628 659 627 657 614 587 610 7304
平成２７年度 519 537 555 549 523 530 541 532 502 495 542 543 6368
平成２６年度 471 473 483 513 493 514 462 490 489 450 482 539 5859
平成２５年度 414 390 382 395 408 393 404 421 426 416 436 463 4948
平成２４年度 387 385 394 397 403 395 434 386 359 369 358 433 4700
平成２３年度 366 361 329 380 389 361 371 364 337 361 327 373 4319
平成２２年度 313 301 315 313 339 325 358 330 326 298 337 247 3802
平成２１年度 212 226 245 238 212 246 259 214 220 212 251 304 2839
平成２０年度 45 106 145 153 167 164 183 183 156 141 169 183 1795

平成２９年度　内訳 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
オレンジキッズ 210 197 220 235 202 240 231 255 254 228 245 291 2808
オレンジティーンズ 182 181 170 178 269 247 248 220 224 232 223 244 2618
オレンジハイティーンズ 58 81 73 77 289
オレンジフラッグ 128 144 128 130 129 109 106 106 111 108 104 107 1410
オレンジエッグ 29 22 34 26 0 28 27 34 20 26 26 34 306

平成２９年度　利用者数



 

 

・まちづくり事業の運営 

 

オレンジマルシェ事業 

■概要 

今年度のオレンジマルシェはオレンジフラッグの就労の場として、より地域

に密着した形をとり、春から秋にかけ定期的に開催され、社会とのつながり

を深め、地域に活力を与える場を提供した。 

■場所： 東新城オレンジ（気仙沼市東新城２－５－４） 

■開催 

第１回：５月５日 

第２回：６月１０日 

第３回：７月２２日 

ゲスト：きりぎりす様、フイ・フラ・ナプアケア様（フラダンス） 

第４回：８月１１日 

第５回：９月９日 

第６回：１０月１５日 

ゲスト：中村天平様（ピアニスト）、梶原ひろみ様（ヴォーカリス

ト）、太鼓道「煖」様、フイ・フラ・ナプアケア様、きり

ぎりす様 

■出店 

食工房貞秀様、自然卵のクレープ屋様、BRUNCH様、屋台販売（亀山精肉店様、

館が森アーク牧場様より仕入れた肉製品によるバーベキュー、一関市東山町

産菌床しいたけ、オレンジ食育菜園より野菜）、オレンジカフェ（手作り雑

貨、ブランシュネージュ様お花、若生餅店様団子、紅梅様揚げパン）、駄菓

子屋ぽっかぽか堂（順不同） 

 

よこた履物店様より、店舗ご閉店に際し新品の靴の寄贈を頂く。オレンジフ

ラッグメンバーが１足１００円にて販売。売り上げはネットワークオレンジ

の運営に充てる。 

 



 

 

 

Ⅲ.運営に関する事項 

 

1. 総会の開催 

① 平成２９年度通常総会を開催 

開催日時：平成２９年６月１３日 

場  所： 東新城オレンジ（気仙沼市東新城２丁目５－４） 

議  案： 平成２８年度事業報告及び決算報告と監査報告について 

平成２９年度事業計画及び予算の審査及び決定 

その他運営に関する必要事項について 

 

 

2. 理事会の開催 

理事会開催 年間 3回開催 

第 1回： 平成 29年 5月 16日 於 和食波奈仙台店 

第２回： 平成 29年 9月 29日 於 和食波奈仙台店 

第３回： 平成 30年 5月 8日 於 和食波奈仙台店 

 

3. 会議 

① 全体ミーティング（毎月１回） 

各部署担当者が集まり、ネットワークオレンジ全体での情報共有・打ち合わせ 

② 支援部会（毎月１回） 

各部署の担当スタッフによる利用者の療育についての情報共有及び話し合い 

 

4. 会員（平成３０年３月３１日現在） 

① 正 会 員：１４名 

② 賛 助 会 員：１１名・３企業 

 

5. 事業所体制（平成３０年３月３１日現在） 

① 東新城オレンジ（オレンジキッズ、オレンジエッグ、ほっとオレンジ、事務局） 

気仙沼市東新城２－５－４  ２５－７５１５ 

② 三日町オレンジ（オレンジティーンズ、オレンジフラッグ） 

気仙沼市三日町２－２－１５  ２２－６７２３ 

③ アットホームオレンジ（グループホーム） 

気仙沼市大林１８－１  ２５－８９５９ 

※１０月２３日（月）台風接近のため、全ての事業所を臨時休業とした。 



 

 

 グループホーム入居者にも早めに自宅への一時避難をお願いした。 

 

6. 役員体制（平成３０年３月３１日現在） 

① 理事・監事  

代 表 理 事：小野寺美厚 

副代表理事：猪狩慎一（株式会社ポラリス代表取締役－社会保険労務士） 

理 事：久米信行（久米繊維工業株式会社 取締役会長） 

作田亮一（獨協医科大学越谷病院小児科学教室 子供のこころ診

療センター センター長 医学博士・小児科専門医・

小児神経専門医・教授） 

成田由加里（成田由加里公認会計士事務所 公認会計士） 

監 事：高橋誠也（みらい法律事務所 弁護士） 

 

7. 職員体制（平成３０年３月３１日現在） 

① 事務局 

事務局スタッフ：小山公一郎 小野寺裕明 菊地昭裕 熊谷竜也 

② オレンジキッズ 

  児童発達支援管理責任者：小野寺美厚 

指導員５名 

送迎スタッフ１名 

③ オレンジティーンズ  

  児童発達支援管理責任者：村上誠 

指導員５名 

④ オレンジフラッグ 

サービス管理責任者：小野寺裕明 

支援員４名 

⑤ オレンジエッグ 

  管理者：齋藤貞江 

支援員３名 

⑥ アットホームオレンジ  

管理者：小山公一郎 

支援員７名 

世話人５名 

⑦ ほっとオレンジ 

管理者：小野寺美厚 

相談支援専門員１名 



 

 

⑧ オレンジスクール 

担  当：熊谷竜也 渡辺絵里香 

⑨ 三日町オレンジ・東新城オレンジ清掃 

担  当：高橋憲一 

※各種事業等の担当 

・オレンジマルシェ事業   

担 当：事務局、オレンジフラッグ 

・オレンジタイムズ編集・発行   

担 当：オレンジフラッグ 

 

8. 職員研修 

日程 研修名 

5 月 15 日 平成 29 年度第 1 回指定障害福祉サービス事業者等集団指導 

7 月 6 日 気仙沼市放課後等デイサービス連絡協議会 支援者研究会 

9 月 15 日 平成 29 年度第 2 回就労支援連絡会 

11 月 9 日 

12 月 6 日～7 日 

12 月 19 日~20 日 

平成 29 年度宮城県サービス管理責任者及び 

児童発達支援管理責任者研修 

12 月 7 日 平成 29 年度気仙沼地域障害者支援セミナー 

1 月 30 日 
ちょっと気になる子どもたちの支援について 

“聞く”“知る”“話す”研修会 第３回 

1 月 31 日 

2 月１日 

2 月 23 日 

平成 29 年度宮城県障害者相談支援従事者現任研修 

2 月 27 日 
ちょっと気になる子どもたちの支援について 

“聞く”“知る”“話す”研修会 第４回 

 

 

 

9. ボランティア・インターンシップの受け入れ 

イベント関連、放課後等デイサービスでのボランティア・インターンシップを受け

入れた。今年度は合計 20 名となる。 

 

 

 

 



 

 

10. 医療機関・関係機関との連携について 

・気仙沼市立病院、民間病院小児科、光ヶ丘保養園様、その他医療機関と療育に

関する情報共有を行っている。 

・獨協医科大越谷病院子供のこころ診療センター長 作田亮一教授に療育に関す

る情報共有を行っている。 

・株式会社ポラリス代表 猪狩慎一氏に運営相談及び会計相談を行い、また、 

職員研修の講師として依頼している。 

成年後見制度に関する情報共有についても継続して行っている。 

・市社会福祉課、子ども家庭課、児童相談所と連携し、療育に関する情報共有を

行っている。 

11. 団体の広報について 

ブログ・ホームページの運用 

• 公式ホームページでは、団体情報やイベント情報などの掲載・告知を行う他、

ホームページ内のブログを活用して日々の活動報告を行うほか、ＳＮＳにお

いても日々の活動の様子を紹介している。 

• ■公式ホームページ・ブログ： http://network-orange.jp 

■Facebook：https://www.facebook.com/npo.network.orange/ 

■ぽっかぽかオレンジ（2016 年 4 月 30 日以前ブログ） 

 http://blog.canpan.info/orange-orange 

 

メディアでの広報 

三陸新報様にオレンジマルシェや各イベントのお知らせ記事が多数掲載された。 

  



 

 

 

12. 参考資料 

   

① 事業の推移とお金の動き 

 

  



 

 

 

 

 

13.助成・補助・寄付 

助成 

助成者 助成金額 備考 

（財）みやぎ産業振興機構 2,211 利子補給 

 

寄付 

寄付者 寄付金額 備考 

イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 

より 
21,500 

キッチンペーパーなど日用

品購入に充てる 

赤い羽根共同募金 より 
40,000 

クリスマス会の運営費に充

てる 

NHK歳末たすけあい より 
30,000 

オレンジフラッグの機能訓

練用品購入に充てる 

 

物品供与 

寄贈者 品目 

よこた履物店様より 

新品の靴を寄贈していただきました。 

※オレンジマルシェ（6月～10月）に 

１足 100円で販売し、94,700円売り上げる。 

代表理事 小野寺美厚より 
おもちゃ、お菓子、ガーデニング用品、花苗他

（30万円相当） 

オレンジキッズ、オレンジティーンズ、オレ

ンジハイティーンズ、オレンジフラッグ、オ

レンジエッグ、アットホームオレンジ 

利用児・者の保護者の皆様より 

お土産、おやつ、飲み物等の差し入れをいた

だきました。 
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