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第25回通常総会の開催
　令和元年６月３日（月）に、福島県総合社会福祉センター３階講堂において、平成31年度（第25回）福島県授
産事業振興会通常総会が開催されました。総会には、会員133名のうち123名（委任状85名含む）が出席し、村
田純子副会長が司会を務め、横田守副会長の開会のことばで進行しました。
　はじめに、三浦正一会長より、当振興会が受託している事業は、施設経営の安定と利用者の工賃水準の向上
に欠かせない事業であり、障がい者の自立と社会参加を一層推進するために、県並びに関係機関・団体と緊密
な連携を図り、授産事業の推進に努めて行く。とあいさつが述べられました。次いで、来賓の渡辺秀史福島県
保健福祉部障がい福祉課主幹兼副課長（県保健福祉部長代理）、熊川恵子福島県社会福祉協議会事務局長（県
社協会長代理）から祝辞が述べられ、来賓紹介を行った後、藤田茂夫氏（障がい者支援施設けやきの村）を議
長に選出し議事が進められ、いずれも原案のとおり可決承認されました。

会長あいさつ

福島県授産事業振興会 　　　　
会長　三　浦　正　一　　

　会員の皆様には日頃より当会の運営及び事業推進にご支援ご協力を賜り厚く感謝申し
上げます。昨年は、台風19号の影響で被災した事業所やインフラの損壊により通常の生
活を取り戻すために大変なご苦労をされたことでしょう。当会においては、予定してお
りました販売会も軒並み中止、延期及び期間短縮などがあり、参加予定事業所の製品が

販売できなかったことも大変残念なことでもありました。
　さて、当会では、経営意識向上研修、工賃向上研修、先進地視察研修会、日本セルプセンターと連携して企
画した各種研修会等を開催しました。
　事業所の皆様には積極的に参加していただき、事業所運営に大きく貢献されることでしょう。今後の活躍に
期待したいものです。
　自主製品の販売会でも、アンテナショップ「福祉の店」への出店、県外では日本橋や仙台駅での販売会、さ
らには毎年ご支援をいただいている福島銀行での販売会では最大規模の90を超える施設が出店されたなど、昨
年を上回る販売額となりました。多くの施設が販売会に参加し販路の拡大に努めていただきました。
　また、当会では農福連携事業にも平成28年度から取り組み、年々事業を拡大しております。毎年、農福連携
の勉強会を開催し、農業に取り組むことにより工賃向上に寄与することができるとの意見も出されております。
JA全農福島とも協力体制を構築しましたので、今後は連携を密にして農家とのマッチングに取り組んでまいり
ます。
　県が策定した「工賃向上支援事業」においても、農福連携による障がい者の就農促進事業を掲げ、働く障が
い者の派遣、農業技術に係る指導・助言、６次産業化の推進するための専門家派遣、マルシェの開催などの支
援が計画されており、当会においてもプランに沿った事業を展開してまいりました。
　さらなる工賃水準の底上げを図るために、研修会の開催、市場動向に即した商品開発と販路の拡大など、会
員の皆様と連携して工賃向上に取り組んでまいりますので、一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
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氏　　名 所属・役職

会　長 三　浦　正　一 社会福祉法人ひろせ福祉会・理事長

副会長 横　田　　　守 ライジング・サン・施設長

〃 菊　地　洋　子 NPO法人真桜会桜の家・理事長

〃 村　田　純　子 県福祉作業所・事業所連絡協議会・
会長、NPO法人ほっと悠・理事長

理　事 安　齋　睦　男 福島県社会福祉協議会・副会長

〃 小　林　　　香 福島県社協障がい児者福祉施設協議会・
副会長、わーくる矢吹・施設長

〃 伊　藤　清　次 福島県身体障がい者福祉協会・会長

〃 西　田　惠　子 福島県手をつなぐ親の会連合会・副
会長兼事務局長

〃 古　川　　　敬 福島県知的障害者福祉協会・会長

〃 吉　原　秀　一 福島県精神保健福祉会連合会つばさ
会・副会長

〃 大　橋　明　美 NPO法人ひびきの会
ワークショップろんど・サービス管理責任者

氏　　名 所属・役職

理　事 渡　辺　　　実 青松苑・苑長

〃 佐久間　徳　夫 郡山市緑豊園・園長

〃 橋谷田　ひとみ 銀河工房・施設長

〃 大　栗　真　弓 さぎそうの家・施設長

〃 郡　　　信　子 NPO法人さぽーとセンターぴあ
統括施設長

〃 佐　藤　みさ江 いわき学園・管理者

〃 鈴　木　繁　生 のはら・管理者

〃 浅　倉　秀　雄 学識経験者・福島県視覚障がい者協
力会・事務局長

監　事 菅　野　　　勉 笹森の郷・所長

〃 千　葉　正　年 ゆうゆうハウス・理事長

〃 松　﨑　広　光 福祉サービス事業所かがやき・所長
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会長挨拶 来賓祝辞（県障がい福祉課　渡辺主幹） 来賓祝辞（県社協　熊川事務局長）

　本総会の提出議案及び新役員は次のとおりです。

　　　議案第１号　平成30年度事業報告書の承認について
　　　議案第２号　平成30年度一般会計収入支出決算書の承認について
　　　議案第３号　平成30年度特別会計収入支出決算書の承認について
　　　　　　　　　「障害者就労支援事業所コーディネーター事業」
　　　議案第４号　平成30年度特別会計収入支出決算書の承認について
　　　　　　　　　「農福連携支援事業」
　　　議案第５号　平成31年度事業計画書（案）について
　　　議案第６号　平成31年度一般会計収入支出予算書（案）について
　　　議案第７号　平成31年度特別会計収入支出予算書（案）について
　　　　　　　　　「障害者就労支援事業所コーディネーター事業」
　　　議題第８号　平成31年度特別会計収入支出予算書（案）について
　　　　　　　　　「農福連携支援事業」
　　　議案第９号　役員改選について

※「第25回通常総会」は、令和元年６月10日に当会ホームページの会員事業所へのお知らせ欄に掲載しており
ます。

福島県授産事業振興会役員
� 任期　令和元年６月９日～令和３年６月８日（２年）
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工賃向上支援事業

司会（けやきの村　藤田氏） 出席者の皆さん

◆経営意識向上研修
　工賃向上のためのマーケティングを理解し、具体的行動に繋げるために、「マーケティングの基礎」と「具体
的な行動計画」を「展示会」への出店を想定した内容で実施されました。
　○期　日　１日目：令和元年10月10日（木）
　　　　　　２日目：　　　　10月24日（木）
　○場　所　福島県農業総合センター（郡山市）
　○参加者　17事業所・20名
　○講　師　阿部　憲夫 氏（経営士・ITコーディネーター）
　　　　　　齋藤　哲也 氏（ファイナンシャルプランナー・相続カウンセラー）

◆工賃向上のために「具体的に行動する」セミナー（日本セルプセンター共催）
　今回の研修では、自分達の現状の棚卸しを実施したのち、事例問題を使って、事業計画の策定についてチャ
レンジし、それぞれの立場で考えられた他者の意見も取り入れられるように「グループディスカッション」も
実施しました。
　○期　日　１日目：令和元年11月14日（木）
　　　　　　２日目：令和２年１月16日（木）
　○場　所　福島県農業総合センター（郡山市）
　○参加者　19事業所・20名
　○講　師　風間英美子 氏（㈲キュベル　代表、経営コンサルタント）
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◆先進地視察
　宮城県内で工賃が高い事業所の視察を行いました。
　○　期　日　令和元年11月６日（水）
　○　参加者　25事業所・35名
　○　視察先　⑴　社会福祉法人　共生福祉会
　　　　　　　　①　仙台ワークキャンパス
　　　　　　　　　・印刷部（印刷班、パッケージ班（箱折り））
　　　　　　　　　・ウエス部、食品部
　　　　　　　　②　さくらホーム（グループホーム）
　　　　　　　⑵　特定非営利活動法人みやぎセルプ協働受注センター
　　　　　　　　　・協働受注活動（営業力・商品力の強化、共同受注）
　　　　　　　⑶　社会福祉法人　仙萩の杜
　　　　　　　　①　障がい福祉サービス事業所　まどか
　　　　　　　　　・レストランぴぁテラスの運営
　　　　　　　　　・パン及び菓子の製造販売
　　　　　　　　　・まどか農園の生産、販売
　　　　　　　　②　多機能型就労支援事業所　ぴぁ
　　　　　　　　　・弁当の製造、販売
　　　　　　　　　・宮城県産の魚介類等の燻製製造、販売
　　　　　　　　　・受託作業

農福連携支援事業
　農業の多様な担い手の確保や障がい者の新たな就労の場の創出につながるよう、福祉事業の農業への参入や
農業者による障がい者雇用促進、福祉事業所における６次化製品開発・販路拡大など、農業と福祉の連携によ
る工賃向上に取り組んでいます。

◆「ノウフクフォーラムふくしま」を開催
　農業分野と福祉分野が連携した「農福連携」の取り組みが醸成しつつある中、「農福連携」の地域モデルとし
て成果を上げている事業所や自治体の取り組みを紹介しました。今回は、「SDGs未来都市」に選定された郡山
市での開催となりました。
　○　期　　日　令和元年11月28日（木）
　○　場　　所　ホテル華の湯（郡山市熱海町）
　○　参 加 者　57事業所・110名
　○　基調講演　講　師　川田　勝也 氏（株式会社Ｓ３ブランディング）
　○　福島県の農福連携の取り組みと現状
　　　　　　　　講　師　丹伊田加奈 氏（福島県保健福祉部）
　　　　　　　　講　師　大和田裕一 氏（郡山市農林部）
　　　　　　　　講　師　水野　博文 氏（社会福祉法人郡山コスモス会）
　○　全国の取り組みに学ぶ
　　　　　　　　講　師　沖村さやか 氏（NPO法人長野県セルプセンター協議会）
　　　　　　　　講　師　中村　　淳 氏（パーソルサンクス株式会社）
　　　　　　　　講　師　林　　博文 氏（NPO法人ピアファーム）
　　　　　　　　講　師　中村　和代 氏（三重県障がい者就農促進協議会）
　○　会場ディスカッション
　　　　　　　　コーディネーター　吉田　行郷 氏（農林水産省農林水産政策研究所）
　　　　　　　　助言者　川田　勝也 氏（株式会社３Ｓブランディング）
　　　　　　　　　　　　熊田　芳江 氏（一般社団法人日本農福連携協会）
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◆スタディーツアー
　「ノウフクフォーラムふくしま」の翌
日に、事前に希望者を募りスタディーツ
アーを行いました。
　○　期　日　令和元年11月29日（金）
　○　場　所
　　・こころん（福島県泉崎村）
　　・森林の牧場（栃木県那須町）
　○　参加者　18名

◆農家への障がい者派遣
　農家からの要請を受けて、施設利用者の皆さんが農作業を行いました。

◆農福マルシェ
　県内外においてマルシェ（市場）を開催しました。

赤坂区民まつり（東京都港区） ノウフクフォーラム（郡山市）

健康フェスタ（郡山市） 高齢者・障がい者ワークフェア（埼玉県浦和市）
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展示即売会・アンテナショップ展示即売会・アンテナショップ

◆第８回福島銀行大展示即売会
　12月13日（金）～15日（日）までの３日間、福島銀行本店大ホールにおいて大展示即売会を開催しました。昨年
に引き続き復興応援コーナーを設け、宮城・広島・岡山・茨城・山形の施設製品も販売しました。今年は福島
市、白河市、湯川村のご協力をいただき、ゆるキャラが即売会を盛り上げていただき、ご来店いただいたお客
様と記念撮影するなど好評でした。
　今年も12階の展望ラウンジを開放していただき、コーヒー・焼菓子・ジェラート・弁当を販売の他、マレー

◆県外での販売会開催
１　埼玉県高齢・障害者ワークフェア
　○期　日
　　令和元年９月12日（木）
　○場　所
　　埼玉県・浦和駅東口駅前
　○参加数　５事業所

２　国際福祉機器展
　○期　日
　　令和元年９月25日（水）～27日（金）
　○場　所
　　東京都・東京ビッグサイト
　○参加数　11事業所

３　寺フェスin孝勝寺
　○期　日
　　令和元年９月29日（日）
　○場　所
　　宮城県宮城野区・孝勝寺境内
　○参加数　２事業所

４　ナイスハートバザールinいわて
　○期　日
　　令和元年11月16日（土）～17日（日）
　○場　所
　　岩手県・イオンタウン盛岡
　○参加数　３事業所

５　第20回赤坂コミュニティまつり
　○期　日
　　令和元年11月10日（日）
　○場　所
　　東京都・赤坂コミュニティセンター
　○参加数　９事業所

６　ふくしま大交流フェスタ2019
　○期　日
　　令和元年12月21日（土）
　○場　所
　　東京都・東京国際フォーラム
　○参加数　７事業所

７　ナイスハートバザールinせんだい
　○期　日
　　令和２年２月３日（月）～６日（木）
　○場　所
　　宮城県・仙台駅２階
　○参加数　20事業所

８　福島復興支援特別販売会
　○期　日
　　令和２年３月３日（火）
　○場　所
　　東京都・NHK放送センター
　○参加数　23事業所

９　まごころフェア
　○期　日
　　令和２年３月７日（土）～11日（水）
　○場　所
　　東京都・日本橋ふくしま館MIDETTE
　○参加数　21事業所
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シアから２名が来場され、マレーシアの障がい者施設製品の販売を行いました。体験では恒例となりました革
の刻印体験や、今年初めての試みで笑顔文字のプレゼントなどを行い皆さんに喜んでいただきました。天候に
も恵まれ福島市内の眺望を楽しんでいただきました。
　また、ステージイベントも盛り沢山で、保育園・幼稚園・高校生・大学生の皆さんや施設の皆さんによる歌
とダンス、歌舞団エイサー隊による踊り、シンガーソングライターの翼（tasku）さん、友近やっくんのミニコ
ンサートもあり、大いに盛り上がりました。

◆アンテナショップ「福祉の店」
　昨年同様、福島市・郡山市・いわき市の３会場でそれぞれ２回開催、会津地方で１回開催しました。台風19
号の影響でいわき市会場では11日間から６日間に短縮しての開催となりました。

福祉の店　ふくしま 福祉の店　いわき 福祉の店　あいづ

場　　　　　　　所
開　　　催　　　日

１　回　目 ２　回　目

福　島　市 中合福島店 １．８．22～27（６日間） １．10．16～21（６日間）

郡　山　市 イトーヨーカドー郡山店 １．６．７～17（11日間） ２．２．15～25（11日間）

い わ き 市 イオンいわき店 １．７．19～29（11日間） １．11．26～12．１（６日間）

会 津 地 方 道の駅ばんだい １．９．22～23（４日間）
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　令和元年度授産施設新製品（商品）開発コンクール及び授産施設関係職員等研修会が、令和２年２月１日～
２日の両日にわたり「ホテル華の湯」（郡山市熱海町）で開催されました。

　コンクールは、非食品の部に、18施設から33点、食品の部には、12施設から21点、全体では25施設から54点
の応募がありました。
　入賞製品は次のとおりです。

コンクールは、工房トマトハウス、自立研修所ビーンズが金賞
「農福連携特別賞」には、笹森の郷

◆非食品の部
　■金　賞　七味入れ（鯉・キビタキ）【工房トマトハウス】� 郡 山 市
　■銀　賞　革のコインケース【ポプラ工房】� 郡 山 市
◆食 品 の 部
　■金　賞　ゆずピール【自立研修所ビーンズ】� 南相馬市
　■銀　賞　まろやかえごまドレッシング【工房ひろせ】� 伊 達 市
　■農福連携特別賞　ビーツチップス【笹森の郷】� 福 島 市
◆特　別　賞
　■福 島 民 報 社 賞　会津木綿アニマルBOOKしおり＆小さなポーチセット【杜の花】� 福 島 市
　■福島民友新聞社賞　季節の野菜タルト（さつまいものタルト）【ワークコスモス】� 郡 山 市

金賞「七味入れ（鯉・キビタキ）」

金賞「ゆずピール」

授産施設新製品（商品）開発コンクール・
授産施設関係職員等研修会
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福島民報社賞
「会津木綿アニマルBOOKしおり

＆小さなポーチセット」

銀賞「革のコインケース」 銀賞「まろやかえごまドレッシング」

福島民友新聞社賞
「季節の野菜タルト
（さつまいものタルト）」

農福連携特別賞「ビーツチップス」

研修会は、県内の施設・関係者92名が参加して開催されました。
　１日目は、行政説明として、福島県保健福祉部障がい福祉課　主事　丹伊田加奈様から「工賃向上支援事業
について」ご説明をいただきました。
　引き続いて、社会福祉法人清水基金　事務局長　原田健児様から「清水基金の概要について」を題とし、ご
説明をいただきました。
　２日目は、社会福祉法人北日野こもれび会　理事長　田辺義明様から「工賃向上には方法がある」を題とし、
工賃向上の取り組みについてお話をいただきました。
　引き続いて、合同会社スタジオ・アストラル　代表社員　齋藤哲也様から「職員の育成について」を題とし
セミナーの講師を務めていただきました。メンター制度、育成のためのOJT、キャリアアップのための人事評
価制度の手法等を教えていただきました。

講師　丹伊田氏 講師　原田氏 講師　田辺氏

講師　齋藤氏 参加者の皆さん
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就労継続支援Ｂ型事業所　みなみテラス

就労継続支援Ｂ型事業所　きずなハウス

設施 紹 介

　みなみテラスは、就労継続支援Ｂ型（定員14名）と就労移行支援（定員６名）
の多機能型事業所として平成31年４月１日に開所しました。就労に向け、様々な
活動を通して、一人ひとりに寄り添った支援を行っております。作業内容として
は、下請け作業（ゴム部品のバリ取り）、環境整備、自主生産品として樹脂アクセ
サリー、革製品、パラコードアクセサリーを作成しております。また、施設外就
労として、「特定非営利活動法人勿来まちづくりサポートセンター」さんからの
依頼を受け、交流スペースなっくる（旧勿来の関荘）敷地内の環境整備と農福連
携実証畑において農作業を行っています。店舗では、社会福祉法人育成会各事業
所の生産品（焼き菓子、樹脂アクセサリー、革製品、手づくり石けん、EM製品、
キャンドル、再生紙のコースター等）を中心に販売しています。
　また、月に１～２回程度いわき学園の焼きたてパンと地元農家の採れたて新鮮
野菜の販売会や絵画教室、プログラミング教室など開催し、利用者さんと地域の
方々の交流の場となっています。店舗では珈琲を無料でふるまっております。皆
さん是非お気軽にご来店下さい。

　NPO法人あぶくまヒューマンネット絆「指定障がい福祉サービス事業所・きず
なハウス」は、平成24年１月に、多機能型事業所として開所し、就労継続支援Ｂ
型では、就労などの機会を提供し、生産活動等を通して必要な知識や能力向上の
支援をしています。主な生産活動は、手作り作品（彼岸花・布小物・革製品）・洋
服たたみ・箸入れ作業等です。
　生活介護では、入浴や排泄及び食事の介助、支援、創作活動や生産活動等の機
会の提供を行っています。月に１回音楽療法やマッサージの日があります。
　また、月に１回、毎月誕生会、土日等のお休みに、余暇活動支援をしています。小さな施設ではありますが、
理解のある市民の皆様に、いろいろな方面で協力をいただきながら、モットーは、「にこにこ笑顔」で、毎日楽
しく笑顔で過ごすことができるよう、みんなで頑張って取り組んでいます。
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就労継続支援Ｂ型事業所　ふたばの里

地域活動支援センター　花塚

　社会福祉法人希望の杜福祉会「ふたばの里」は平成30年12月に就労支援Ｂ型事
業所として開所いたしました。双葉郡各町村の避難指示解除に伴い、ふるさとへ
帰町された障がい者の皆さんに、働く場、憩いの場を提供する為、震災前に相談
支援事業所として活動していた「結いの里」の建物を利用し、双葉郡楢葉町に再
オープンする運びとなりました。
　震災以前は、「お豆腐」や「ドーナツ」といった食品の製造販売を行っていまし
たが、現在のふたばの里の活動は、古紙回収作業、施設外作業（町内の老人ホー
ムでのリネン交換や清掃）、下請け作業（自動車部品組み立て）、除草作業、小物類の製造販売などを行ってい
ます。
　開所して１年、地域の皆様の暖かいご支援ご協力も得ながら、日々利用者さんと共に一生懸命活動をして参
りました。今後も双葉郡に帰って来られた利用者の皆さんが、やりがいを持ち、毎日笑顔で通所していただけ
る環境を提供していけるよう努めていきます。

　特定非営利活動法人達南精神保健福祉会（地域活動支援センター花塚）は、
平成12年４月に小規模作業所ワークショップ花塚として開所し、平成18年９月
16日にNPO法人を取得し現在にいたっております。
　当事業所は、利用者が約14名で勤務時間は８時30分から16時まで（作業は15
時まで）で、利用者の大半が自家用車通勤をしておりますが、送迎もしており
ます。
　作業は、下請け作業（車の部品を組み立て）を中心にまじめに取り組んでお
ります。
　施設のモットーは、「それぞれの自立と社会参加をめざして」としており、講習会や研修会等へは積極的に参
加し、利用者の皆さんが少しでも役立つ情報をステップアップに活用できるよう取り組んでおります。
　施設内は、笑いが絶えなく明るく作業を行っておりますが、請負の仕事がもう少し増えればと思い、スタッ
フが受注先を探している状況です。
　年間行事も多く計画され、研修旅行・クリスマス会・ボーリング大会を行うほか、二本松市にあるコーヒー
タイムさんと合同で花見会や芋煮会を行っております。
　交流会として、毎年、伊達市の福祉ハウスボネールさんが主催する施設コンサートへは全員参加しております。
　お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りいただきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。
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　令和の幕開けとなった令和元年は、記録的な猛暑と台風19号による甚大な被害が発生したことなど

忘れられない年となりました。台風による水害で直接施設が被災したり、職員の皆さんや利用者の皆

さんの自宅が被災したり、インフラが寸断され不便な生活を余儀なくされたことでしょう。地球温暖

化の影響なのでしょうか。また、年明け後には新型コロナウイルスの問題もあり、販売会、研修会等

中止になっております。早く終息されることを願うばかりです。� 事務局　

編 集 後 記

情報コーナー

事務局通信

◎令和２年度（第26回）通常総会を開催します。

　・日　時　令和２年５月28日（木）　午後１時30分から

　・場　所　福島県総合社会福祉センター（福島市渡利）

◎助成金をいただきました。
　　公益財団法人福島民友愛の事業団様から、緩衝材作成機の購入経費として助成していただきまし
た。製品を発送する際の破損防止に大いに役立っております。
　　作成用フィルムも４種類そろえておりますので、作成したい事業所は当会まで連絡をお願いいた
します。機材を無料でお貸しします。

◎令和２年度アンテナショップ「福祉の店」の開催日程（予定）
　・郡 山 市　　イトーヨーカドー郡山店　　１期　　　６．12（金）～　　22（月）　11日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　32．２．19（金）～３．１（月）　11日間
　・いわき市　　イオンいわき店　　　　　　１期　　　７．10（金）～　　20（月）　11日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　　　11．６（金）～　　16（月）　11日間
　・福 島 市　　中合福島店　　　　　　　　１期　　　８．20（木）～　　25（火）　６日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　　　10．15（木）～　　20（火）　６日間
　・会津方部　　道の駅「ばんだい」 　　　　　　　　　９．19（土）～　　22（火）　４日間

※開催日程は会場の都合により、変更する場合があります。

セット状況 作成中 使用例


