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第27回通常総会の開催

　令和３年度の通常総会は、昨年に引き続き新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、書面表決による議決とさ
せていただき、提出期限の令和３年６月８日までに会員135名中108名から提出していただき、議案第１号から
第８号議案までの全ての議案に108名が賛成され、過半数の賛成をもって可決承認されました。
　通常総会の書面議決の結果につきましては、３福授振第17号（３．６．９）にて各会員様あてにメールで通知
させていただいております。

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の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、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い福島県にまん延防止等重点
措置が適用されるなど、行動制限や自粛ムードが高まりましたが、９月以降は新型コロ

ナ新規感染者が減少傾向に転じ、収束に向かっているように感じられましたが、１月中旬頃から変異種のオミ
クロン株の感染が一気に拡大し、まん延防止等重点措置が出され、感染拡大の脅威が感じられます。ワクチン
接種については殆どの方が２回接種を完了しましたが、予防効果の低下により３回目の接種が進められており
ます。なかなか収束の兆しがみえませんが、予防対策を講じながら事業を進めてまいりたいと存じます。
　さて、自主製品の販売会では、コロナ禍の中厳しいものでしたが、アンテナショップは郡山の２期を除いて
は計画通りに出店、県外では東京や神奈川での販売会、さらには毎年ご支援をいただいている福島銀行大展示
即売会は昨年に引き続きカタログ販売に切り替え、過去最高の売り上げを確保することができました。ウィズ
コロナに向けてこれからの販売会の取り組みについて検討してまいります。
　なお、当会では、経営意識向上研修、コミュニケーションデザインセミナーを開催しました。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。
　また、農福連携事業では年々事業を拡大しております。農福連携研修会、刈払い機操作講習会の開催、マッ
チング支援事業、アドバイザー派遣及びノウフクマルシェなどに積極的に取り組み、工賃向上に大いに寄与で
きたものと考えております。
　JA全農福島とも協力体制を構築できましたので、農家とのマッチング推進に取り組んでまいります。
　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。



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 福島県社協障がい者福祉施設協議
会・副会長、わーくる矢吹・施設長

〃 齋　藤　俊　蔵 福島県身体障がい者福祉協会・会長

〃 丹　治　洋　子 福島県手をつなぐ親の会連合会・事
務局長

〃 渡　部　良　喜 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

〃 丸　子　良　明 NPO法人ひびきの会
ワークショップろんど・所長

氏　　名 所属・役職

理　事 渡　辺　　　実 青松苑・苑長

〃 生　江　　　温 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

監　事 今　井　久　子 共に生きるくろ～ば～・管理者

〃 千　葉　正　年 ゆうゆうハウス・理事長

〃 坂　本　友　行 福祉サービス事業所かがやき・次長
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工賃向上支援事業
◆経営意識向上研修
　厳しい事業環境下の中であって工賃向上につながる視点や
方策を学ぶ。工賃向上の現状を踏まえた上で、自社商品があ
る事業所も自社商品がない事業所も工賃向上に役立ち、組織
内部のスタッフがIT技術を使った働き易い環境整備の仕方
について学ぶことを目的に研修会が開催されました。

　○期　日　１日目：令和３年８月25日（水）
　　　　　　２日目：令和３年９月14日（火）
　○場　所　福島県農業総合センター（郡山市）
　○参加者　11事業所・13名
　○講　師　阿部　憲夫 氏（経営士・ITコーディネーター）
　　　　　　加藤　昌宏 氏（ITコーディネーター・上級文書管理士）

　　議案第１号　令和２年度事業報告書の承認について
　　議案第２号　令和２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　令和２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　令和２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　令和３年度事業計画書（案）について
　　議案第６号　令和３年度一般会計収入支出予算書（案）について
　　議案第７号　令和３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　令和３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

　本総会の提出議案は次のとおりです。

※本件につきましては、当会ホームページに６月21日に掲載しました。

福島県授産事業振興会役員
� 任期　令和３年６月９日～令和５年６月８日（２年）
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◆工賃向上研修（日本セルプセンター共催）
　「デザインセミナー～商品の魅せ方を学ぶ～」をテーマに、他事業所
の商品事例紹介、商品づくりにまつわる活動の棚卸、目標設定、商品企
画の基礎、ディスプレイを学び、パッケージのアドバイスを受けて今後
の商品の魅せ方について学ぶことを目的に研修会を開催しました。
　○期　日　１日目：令和３年12月３日（金）
　　　　　　２日目：令和４年１月12日（水）
　○場　所　コラッセふくしま（福島市）
　○参加者　20事業所・24名
　○講　師　加藤　未礼 氏（一般社団法人Talk�Tree　理事長）

農福連携支援事業
　農福連携とは、障がい者等の農業分野での活躍を通じ、自信や生
きがいを持って社会参画を実現していく取組です。
　農福連携に取り組むことで、障がい者等の就労や生きがいづくり
の場を生み出すだけではなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野
において、新たな働き手の確保につながる可能性もあります。
　様々な形での取り組みが行われており、農福連携は確実に広がり
を見せています。
　当会では、農業側と福祉側の間のマッチング支援による福祉事業
所の工賃向上に取り組んでいます。

◆刈払い機作業者講習会
　１　開催月日　令和３年11月19日（金）
　２　開催場所　福島市東部勤労者研修センター
　３　参 加 者　14名（８事業所）
　４　講　　師　菊地　　隆 氏（本宮産業機械講習所）
　５　内　　容　�刈払い機操作のための、刈払い機取扱い作業安全

衛生教育講習会

◆農福連携研修会
　１　開催月日　令和３年12月14日（火）
　２　開催場所　ほっとあたみ（郡山市熱海多目的交流施設）
　３　参 加 者　37名（障がい者施設21名　10事業所）
　４　内　　容
　　⑴　行政説明　福島県農林水産部農業担い手課
　　⑵　実践報告　受け入れ農家から見た「農福連携」
　　　　　　　　　株式会社　斎藤果樹園
　　⑶　実践報告　福祉事業所から見た「農福連携」
　　　　　　　　　Works-SCS笹谷
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◆農福連携体験会の開催
　障がい者と農業者のマッチングを促進するため、農作業の体験会を開催しました。

◆ノウフクマルシェ
　県内外でマルシェ（市場）を開催することとしておりましたが、コロナ禍の関係で県内のみの開催となりま
した。

１　苗箱洗浄
　⑴　日　時
　　　令和３年５月10日（月）
　⑵　場　所　福島市
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

２　除草作業
　⑴　日　時
　　　令和３年５月17日（月）
　⑵　場　所　南相馬市
　　　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

３　苗箱洗浄
　⑴　日　時
　　　令和３年６月７日（月）
　⑵　場　所　南相馬市
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

４　除草作業
　⑴　日　時
　　　令和３年６月14日（月）
　⑵　場　所　南相馬市
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

５　桃出荷用箱折
　⑴　日　時
　　　令和３年７月１日（木）
　⑵　場　所　梁川営農センター
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

６　野菜選果箱詰め
　⑴　日　時
　　　令和３年７月12日（月）
　⑵　場　所　会津野菜館
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　４　施設

７　桃出荷用箱折
　⑴　日　時
　　　令和３年７月14日（水）
　⑵　場　所　桑折営農センター
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

８　野菜収穫
　⑴　日　時
　　　令和３年８月６日（金）
　⑵　場　所　郡山市
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

９　除草作業
　⑴　日　時
　　　令和３年８月18日（水）
　⑵　場　所　天栄村
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設

10　除草作業
　⑴　日　時
　　　令和３年９月21日（火）　
　⑵　場　所　須賀川市
　⑶　参加者
　　　参加事業所数　１　施設
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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

◆県外での販売会開催
１　たまプラーザSDGsイベント
　⑴　開催月日
　　　令和３年８月５日（木）～17日（火）
　⑵　場所
　　　東急百貨店たまプラーザ店
　　　（神奈川県横浜市）
　⑶　参加事業所数
　　　８事業所

２　Tokyoエシカルマーケット
　⑴　開催月日
　　　令和３年８月16日（月）～24日（火）
　⑵　開催場所
　　　コレド室町（東京都中央区）
　⑶　参加事業所数
　　　５事業所

３　ふくしまエシカルPOP�UP�SHOP
　⑴　開催月日
　　①令和３年９月１日（水）～６日（月）
　　②令和３年12月１日（水）～７日（火）
　⑵　開催場所
　　　松坂屋上野店（東京都台東区）
　⑶　参加事業所数
　　①12事業所
　　②10事業所

４　まごころフェア
　⑴　開催月日
　　①令和３年９月９日（木）～13日（月）
　　②令和４年３月15日（火）～21日（月）
　⑵　開催場所
　　　日本橋ふくしま館MIDETTE
　⑶　参加事業所数
　　①22事業所
　　②21事業所

５　エシカルショップ
　⑴　開催月日
　　　令和３年９月29日（水）～10月５日（火）
　⑵　開催場所
　　　日本橋高島屋
　⑶　参加事業所数
　　　３事業所

６　国際福祉機器展
　⑴　開催月日
　　　令和３年11月12日（金）～14日（日）
　⑵　開催場所
　　　東京ビッグサイト
　⑶　参加事業所数
　　　12事業所

７　復興支援販売会
　⑴　開催月日
　　　令和４年３月８日（火）
　⑵　開催場所
　　　NHK渋谷放送局
　⑶　参加事業所数
　　　10事業所

８　全国ナイスハートバザール2021�in�とくしま
　⑴　開催月日
　　　令和４年２月19日（土）～23日（水）
　⑵　開催場所
　　　フジグラン北島１階
　　　グランモール（徳島県）
　⑶　参加事業所数
　　　７事業所
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◆県内での販売会開催
１　花ももの里
　⑴　開催月日
　　　令和３年４月10日（土）～25日（日）
　⑵　開催場所
　　　飯坂温泉花ももの里
　⑶　参加事業所数
　　　７事業所

２　そらのまちマルシェ
　⑴　開催月日
　　　令和３年６月20日（日）
　　　令和３年７月18日（日）
　　　令和３年９月19日（日）
　　　令和３年10月24日（日）
　⑵　開催場所
　　　道の駅安達　智恵子の里・下り線
　⑶　参加事業所数
　　　延べ４事業所

３　しらかしマルシェ
　⑴　開催月日
　　　令和３年７月22日（木）～25日（日）
　　　令和３年10月９日（土）～11日（月）
　　　令和３年11月12日（金）～14日（日）
　⑵　開催場所
　　　うすい百貨店
　⑶　参加事業所数
　　　延べ25事業所

４　Voiceふくしま納涼祭
　⑴　開催月日
　　　令和３年８月８日（日）
　⑵　開催場所
　　　街なか広場
　⑶　参加事業所数
　　　３事業所

５　FTS販売会
　⑴　開催月日
　　　令和３年11月23日（火）
　⑵　開催場所
　　　福島ツーリストサービス
　⑶　参加事業所数
　　　３事業所

６　いきいき！ふくしマーケット
　⑴　開催月日
　　　令和３年12月24日（金）
　　　令和４年１月19日（水）
　　　令和４年３月18日（金）
　⑵　開催場所
　　　福島市役所ロビー
　⑶　参加事業所数
　　　延べ17事業所

７　そらのまちハピネスモールいわき
　⑴　開催月日
　　　令和３年４月11日（日）
　　　令和３年６月13日（日）
　　　令和３年７月11日（日）
　　　令和３年10月10日（日）
　　　令和３年11月14日（日）
　　　令和３年12月12日（日）
　　　令和４年３月13日（日）
　⑵　開催場所
　　　ベストファームいわき
　⑶　参加事業所数
　　　延べ14事業所

８　そらのまちハピネスモール郡山
　⑴　開催月日
　　　令和３年４月25日（日）
　　　令和３年６月27日（日）
　　　令和３年７月25日（日）
　⑵　開催場所
　　　ベストファーム郡山
　⑶　参加事業所数
　　　延べ５事業所

９　そらのまちマルシェ in小野町
　⑴　開催月日
　　　令和３年10月31日（日）
　⑵　開催場所
　　　旧飯豊小学校
　⑶　参加事業所数
　　　７事業所
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10　ワンダーファームマルシェ
　⑴　開催月日
　　　令和３年４月18日（日）
　　　令和３年８月１日（日）
　　　令和３年11月７日（日）
　⑵　開催場所
　　　ワンダーファーム
　⑶　参加事業所数
　　　延べ５事業所

11　エブリア　いいもの・うまいもの市
　⑴　開催月日
　　　令和３年７月４日（日）
　　　令和３年12月５日（日）
　⑵　開催場所
　　　鹿島ショッピングセンターエブリア
　⑶　参加事業所数
　　　延べ３事業所

12　エブリア　蚤の市
　⑴　開催月日
　　　令和４年２月４日（金）
　⑵　開催場所
　　　鹿島ショッピングセンターエブリア
　⑶　参加事業所数
　　　１事業所

13　福島ユナイテッドFCマルシェ
　⑴　開催月日
　　　令和３年６月６日（日）
　　　令和３年10月３日（日）
　⑵　開催場所
　　　あづま総合運動公園
　⑶　参加事業所数
　　　延べ４事業所

14　福島ユナイテッドFCフェス
　⑴　開催月日
　　　令和３年７月４日（日）
　⑵　開催場所
　　　街なか広場
　⑶　参加事業所数
　　　４事業所

15　富成ばんかた市
　⑴　開催月日
　　　令和３年12月20日（月）
　　　令和４年１月20日（木）
　　　令和４年３月10日（木）
　⑵　開催場所
　　　富成地区交流館
　⑶　参加事業所数
　　　延べ16事業所
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◆第10回障がい者事業所製品大展示即売会
　毎年、福島銀行本店大ホールにおいて大展示即売会を開催してきましたが、新型コロナウイルス感染防止の
観点から、今年度もカタログによる販売に切り替えました。福島銀行様のご協力をいただき2,300点を超える
ご注文をいただき、前回を大幅に超えた売り上げを確保できました。
　福島銀行本店様のご協力とご支援に感謝し、三浦会長から佐藤常務へ感謝状を贈呈いたしました。堺事務局
長が同行しました。

◆アンテナショップ「福祉の店」
　アンテナショップはほぼ計画とおりに開催できましたが、コロナ禍の問題で郡山会場の２期は開催できませ
んでした。開催状況は次のとおりです。
　施設を提供いただきました、各社の皆さまのご厚意に感謝いたします。

場　　　　　　　　所 開　　催　　日

福　島　市 いちい街なか店（旧中合） １期　３．８．19～24（６日間）
２期　３．10．14～18（５日間）

郡　山　市 イトーヨーカドー郡山店 １期　３．６．11～21（11日間）
２期　中止

い わ き 市 鹿島ショッピングセンター １期　３．７．10～20（11日間）
２期　３．11．９～16日（８日間）

会 津 地 方 道の駅ばんだい ３．９．18～21（４日間）

いわき会場 福島会場 郡山会場

第１０回
障がい者施設製品
大展示即売会

お楽しみ袋カタログ

福島県授産事業振興会
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　令和３年度授産施設新製品（商品）開発コンクールが、令和４年２月５日に「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、19施設から37点、食品の部には、８施設から13点、全体では25施設から50点
の応募がありました。
　入賞製品は次のとおりです。

農福連携特別賞
「豆パン」

福島民報社賞
「ほっこりライト」

福島民友新聞社賞
「シルクチップオートミールクッキー」

金賞
「紫陽花」

金賞
「428ブランドオリジナルソルト」 銀賞

「一升瓶ケース」

銀賞
「あん食パン」

◆非食品の部
　■金　賞　紫陽花【工房トマトハウス】� （郡 山 市）
　■銀　賞　一升瓶ケース【共同作業所ぽけっと】� （福 島 市）
◆食 品 の 部
　■金　賞　428ブランドオリジナルソルト【共に生きるくろ～ば～】� （福 島 市）
　■銀　賞　あん食パン【エル白河】� （白 河 市）
　■農福連携特別賞　豆パン【自立研修所ビーンズ】� （南相馬市）
◆特　別　賞
　■福 島 民 報 社 賞　ほっこりライト【ファームもみの木】� （福 島 市）
　■福島民友新聞社賞　シルクチップオートミールクッキー【梁川ふれ愛ガーデン】�（伊 達 市）

授産施設製品（商品）開発コンクール

コンクールは、工房トマトハウス、共に生きるくろ～ば～が金賞
「農福連携特別賞」には、自立研修所ビーンズ
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設施 紹 介

就労継続支援Ｂ型　ワークスペースとみの（伊達市）

　はじめまして！ワークスペースとみのです。当事業所は、廃校になっ
た富野小学校を利活用した施設となっており、総合福祉施設とみのラン
ドの１階に就労継続支援Ｂ型事業所として、2021年４月に開所しました。
　ワークスペースとみのでは、主力事業としてLED水耕栽培の設備を
導入し、機能性野菜や食用花（エディブルフラワー）を生産しています。
その他には、法人内の清掃作業、送迎車の洗車、パソコンの作業があり
ます。パソコンは、一度も触ったことのない方ばかりでしたが、電源の
入れ方など基本操作から覚えていき、今ではLED水耕栽培野菜の売り
上げや収穫管理の入力まで出来るようになった利用者さんがいます！
　身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいの方が利用されており、定員は20名ですが、まだ少人数
ですのでアットホームな雰囲気で、一人ひとりの特性に応じた作業・方法を考え提供しております。興味のあ
る方はぜひご連絡ください。

銀賞
共同作業所ぽけっと

福島民友新聞社賞
梁川ふれ愛ガーデン

福島民報社賞
ファームもみの木

農福連携特別賞
自立研修所ビーンズ

銀賞
エル白河

金賞
共に生きるくろ～ば～

金賞
工房トマトハウス

審査風景

賞状伝達
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就労継続支援Ｂ型　ふくちゃん（新地町）

　はじめまして、新地町のふくちゃんです。
　令和３年５月に始まり９月から本格的に活動しております。
　SDGsのひとつ「誰ひとり取り残さない」を理念に掲げています。新地親の会との連携も図っており、今後
協力体制を整えていく予定です。
　親の会との連携と同時に、高齢者、一人暮らし、引きこもりなど、利用者さん以外の方誰でも、困った時、
寂しい時に気軽に来られる場所を提供していけたらと計画しています。更に災害等非常時には、障がい者の福
祉避難所として利用できるよう対応していきたいと考えています。現在ここでは農業中心に、資源物回収や絵
を描いてコンクールに応募したり、作品をＴシャツなどのグッズにしたり、外部から委託された作業をしたり
などいろいろ模索しながら活動しています。利用者さんからの提案にもどんどん挑戦しており、これから何が
主な仕事になっていくのか楽しみでもあります。こんな歩き始めたばかりのふくちゃんですが、みなさん、ふ
くちゃんに是非遊びに来てくださいね。

就労継続支援Ａ型　Grow（いわき市）

　Growは平成30年９月に就労継続支援Ａ型事業所として開所しました。当初は、
会社を対象とした宅配弁当の盛り付け業務のみからのスタートでしたが、提供でき
る作業の種類を増やしていき現在では施設内でお弁当の他に内職等の軽作業、施設
外でハウスクリーニング・トマト菜園での軽作業・草刈り業務なども行っています。
作業の幅が広がるにつれて定員も10名→20名に増員できました。コロナ禍の現在、
仕事が安定して受注できないこともありますが、一般就労を目標に日々作業に励み
つつ利用される方には様々なことにチャレンジし経験と自信を付けて次へと繋げて
もらえたらと考えています。
　また、商品販売として道の駅や合同庁舎売店などに干し芋やいちごジャムなどの
商品を置かせていただいています。
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　新型コロナウイルス感染拡大は一時収束に向かうのではないかと思っていましたが、年明けからオ
ミクロン株による急速な感染拡大により、県内各地でクラスターが発生するなど、昨年より厳しい状
況になっています。当会主催の年に一度の研修会や総会は２年間も開催できておりません。皆さんか
ら直接お話が聞ける機会がないことは非常に残念でなりません。３回目のワクチン接種が順調に進み
感染が落ち着くことを願っています。� 事務局

編 集 後 記

情報コーナー

事務局通信

◎令和４年度（第28回）通常総会の開催を予定しております。
　・日　時　令和４年６月１日（水）　午後１時30分から
　・場　所　福島県総合福祉センター（福島市渡利）

◎令和４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　　　６．10（金）～20（月）　11日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　５．３．４（土）～14（火）　11日間
　・いわき市　　鹿島ショッピングセンター　　１期　　　７．８（金）～18（月）　11日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　　　11．５（土）～15（火）　11日間
　・福 島 市　　いちい信夫が丘店　　　　　　１期　　　８．19（金）～24（水）　６日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２期　　　10．14（金）～19（水）　６日間
　・会津方部　　道の駅「ばんだい」　　　　　　　　　　９．23（金）～26（月）　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。

会 員 募 集

　当会の目的及び事業において継続的に支援していただける協力会員（企業、団体、個人）の
皆さまを広く募集しております。

◦企業・団体…入会金なし／年会費　１口 10,000円（何口でも可）
◦個　人………入会金なし／年会費　１口　5,000円（何口でも可））

当会へ電話又はホームページのお問い合わせからお申し込みください。
「入会用払込用紙」をお送りしますので、郵便局で払込手続きをお願い
いたします。

会報（年１回発行）をお送りします。
入会時に記念グッズ（授産製品）を差し上げます。

年会費
（協力会員）

入会方法

特　典


