
令和元年度総括 

   

新しい元号「令和」になり嬉しいニュースがあった反面、台風 19 号をはじ

め大雨による災害の多い１年でした。加えて後半には新型コロナウイルスが日

本どころか世界中の社会生活や経済を一変させ、とうとう聖火リレーをも延期

に押しやるなどの猛威は今もなお続いており、法人内でも衛生委員会を立ち上

げるなどして感染拡大防止に努めましたが、まだまだ先が見えませんので今後

も気を緩めず対処して参ります。 
  また、全国で相次ぐ虐待事件は後を絶たず、県内でも児童相談所へ通告が

あった18歳未満の子供は年間1,1,44人で過去最多となるなど誠に憂慮に堪え

ません。 
  そうした中で、事業所が障がい者の自立には経済力を備えると共に働く喜 
びや社会のために役立つ仕事に就くことはとても重要です。当年度は、そうし

た目標を兼ね備えた高齢者福祉施設に利用者３名が就職することが出来まし 
た。一方で「気になる利用者」への対応については、専門的立場の方との連携

を図り、状況に応じた職員体制を整備しながら利用者や保護者との信頼関係 
を築くと共に共通理解を深められるよう取組みました。 
当法人の施設運営の主なものとして、経常収入 6,412 万円に対し、経常支出

は 6,066 万円で剰余は 346 万円になり、また総資産は前年比 410 万円増加し

8,378 万円となりました。 
事業収入面では、事業全体の収入は対前年比 269 万円（4.3％増）、うち就労 

支援事業収入は 59 万円（10.1％）増加となりました。その主な要因として、 
リード線やバリ取りの受注が思いのほか多くあったことや資源回収などの作

業全体でも忙しい一年となり増収につながりました。 
人員面では、利用登録者は前年同の 38 名で、月平均の利用者は 36 名でし

た。支援員関係では、短時間勤務職員から常勤職員に雇用変更したほか、1 名

の出入りはありましたが、理事長を含め従来の 14 名体制には変わりありませ

んでした。 
環境整備面では、県共同募金会助成による送迎車両の整備を行い利用者の利

便、快適性の向上を図りました。 
 一方、相談支援事業所では、市内で暮らす利用者や保護者の方が問題をか 
かえ困っている方々の相談機関として、相手の身になった支援方法を一緒に 
なって対応しました。 
令和元年度の主な状況は以上のとおりですが、今後とも当法人を利用する 

 人々にとって心地よい支援の場所になるよう努力していきたいと思います。 



令和元年度事業活動報告 

 

４月 １日（月） 令和元年度事業開始  

   １０日（水） イオン贈呈式 

   １２日（金） 行事「花見」 

   １９日（金） 第三者委員会（委員２名） 

       

５月１１日（土） きょうされん福島支部（万貴 郡山市） 

   １４日（火） 県精神保健福祉協会役員会・総会（中川） 

   １６日（木） はらまちひばり監査 

   １７日（金） 行事「昼食会」 

   １８日（土） きょうされん議員との懇談会（中川 福島市） 

   ２０日（月） 県社会福祉協議会総会（中川 福島市）  

   ２１日（火） はらまちひばり理事会 

          障がい者福祉施設等職員基礎研修（鈴木 郡山市） 

   ２４日（金） はらまちひばり総会 

          南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

         

６月 １日（土） つばさ会総会（草野 二本松市） 

    ７日（金） 自立支援協議会就労支援部会（中川） 

１４日（金） 行事「ボウリング」 

 １７日（月） 相馬支援学校実習生受入れ２名（１０日間） 

   ２２日（土） 県福祉作業所・事業所連絡協議会総会（佐藤 郡山市）  

   ２５日（火） 障害福祉サービス事業者集団指導（岩崎 福島市） 

 

 ７月 ４日（木） 障がい者相談支援従事者養成研修（高橋 福島市） 

    ６日（土） 「第４６回おひさまといっしょに」（小川町体育館） 

   １０日（水） なみえ創成中実習生受入れ（１名） 

   １７日（水） 福寿園見学（利用者８名、保護者１名）   

   ３０日（火） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

  

８月 １日（木） 缶バッチ取材 

８日（木） ひきこもり講座（佐々木、菅野） 

 ９日（金） 行事「食事会」 

障がい者児福祉施設協議会研修員会（草野 郡山市） 



    ２０日（火） 自立支援協議会就労支援部会事業所見学会（生徒５名、保護者７

名） 

    ２１日（水） 福寿園職場実習（利用者３名、支援員１名） 

    ２２日（木） 福寿園職場実習（利用者２名、支援員１名） 

３０日（金） シェイクアウトふくしま実施 

     

  ９月 ４日（水） 安全運転管理者講習（星） 

   ６～７日（金土）社会見学旅行（新潟方面） 

     ９日（月） 台風１５号接近のため閉所 

    １０日（火） 山本さとしさん慰問コンサート 

           原二中実習生受入れ１名（２日間） 

２１日（木） 福寿園実習（利用者４名、支援員１名） 

    １３日（金） 行事「カレーライスの日」 

    １７日（火） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

    １８日（水） サービス管理責任者更新研修（佐藤 西郷村） 

    １９日（木） 原一中実習生受入れ１名（２日間） 

    ２６日（木） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

    ２７日（金） 福寿園実習の振り返り（中川、高橋） 

            

１０月 ４日（金） 自立支援協議会就労支援部会（中川） 

     ７日（月） 新規利用者担当者会議（佐藤） 

     ８日（火） ルンバ寄贈市への報告会（中川） 

           精神障がい者地域生活移行理解促進研修会（中川、佐々木） 

     ９日（水） きょうされん主催行政との懇談会 

           サービス管理責任者等基礎研修（高橋 福島市） 

    １０日（木） 福寿園職場実習 

    １６日（水） 行事「昼食会」   

   ２４日（木） 福寿園職場実習 

    ２５日（金） 大雨のため１３時閉所 

 

１１月 １日（金） オカリナ慰問コンサート 

    １１日（月） 相馬支援学校実習生受入れ１名（１０日間） 

    １４日（木） 福寿園実習  

    １９日（火） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

 サービス管理責任者等基礎研修（高橋 西郷村） 

    ２１日（木） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 



    ２２日（金） 本町・三島町福祉委員会との交流会（福祉会館） 

１２月 ３日（火） 東北労金寄付贈呈式（中川 福島市） 

         虐待防止・権利擁護研修（大場 福島市） 

    ７日（土） スポーツ交流会（小川町体育館） 

   ９日（月） 原一中実習生受入れ１名（５日間） 

  １２日（木） 防災訓練（ひばり作業所） 

         福寿園職場実習 

  １９日（木） 人材確保パワーアップセミナー（中川 郡山市） 

   ２０日（金） 利用希望者アセスメント評価会議 

  ２４日（火） 行事「カレーライスの日」 

  ２６日（木） 自立支援協議会生活支援部会（高橋） 

         福寿園職場実習 

  ２７日（金） 行事「忘年会」 

    

１月 ６日（月） 行事「もちつき」 

   ９日（木） 福寿園職場実習 

  １６日（木） 福寿園職場実習 

  ２１日（火） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

  ２３日（木） 福寿園職場実習 

         自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

  ３０日（木） 福寿園職場実習 

 

２月 ６日（木） 福寿園職場実習 

   ７日（金） 自立支援協議会就労支援部会主催事業説明会 

  １３日（木） 福寿園職場実習 

         精神障がい者地域移行研修（草野） 

  ２０日（木） 福寿園職場実習 

  ２２日（土） ふれあい交流会（小高浮舟会館） 

  ２７日（木） 福寿園職場実習 

 

３月 ５日（木） 福寿園職場実習 

  １２日（木） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

         福寿園職場実習 

  １９日（木） 福寿園と就職利用者の家族との懇談会 

  ２３日（月） 第三者委員会（委員２名） 

２６日（木） 福寿園職場実習 



２７日（金） 就職お祝い会 

【利用者（毎月）】            【支援員（毎月）】 

月１回 行事               スタッフ会議 

２５日 工賃支給日            個別支援検討会議 

２６日 外食（ひばり作業所）       ケース会議 

２７日 外食（ポニー作業所） 

 



 

 
 



令和元年度  

相談支援事業所はらまちひばり 事業報告 

 

１、事業内容 

 社会的支援を必要とする方々に対して、就業・生活の相談に応じ地域社会での生活

ができるよう、各福祉サービスの情報の提供、個別ワークのサポートにより生活意欲の

増進と安心に努める。 

 

 

２、相談実績（南相馬市委託事業） 

令和元年度 年間報告 

 身体 知的 精神 発達 その他 計 前年度 

障がい者 48 108 26 0 0 182 200 

障がい児 0 0 0 0 0 0 0 

計 48 108 26 0 0 182 200 

※今年度から計画相談の件数はカウントしていない。委託事業としての件数のみ集

計。 

 

 

３、会議・研修会等への参加 

（１）会議 

 相双方部相談支援事業所連絡会 １２回（毎月開催） 

 南相馬市・飯館村地域自立支援協議会全体会・事務局会議 

 相双障がい保健福祉圏域連絡会 

 相双障がい保健福祉圏域連絡会 ワーキンググループ 

包括支援センターと相談支援事業所との意見交換会 ２ヵ月に１回 

                                         

 

（２）研修会 

 地域移行の現状及び取り組みについて 

障がい者相談支援従事者専門別研修 

障がい者相談支援従事者現任研修 

原町方部介護支援専門員連絡協議会  

市町村知的障がい者福祉担当者等研修会 



 精神障がい者地域移行圏域ネットワーク強化研修会 

 障がい者虐待防止研修会 

 高次機能障害者に関する圏域別研修会 

 地域生活移行理解促進研修会 

児童の発達支援に関わる情報交換会 

４、相談支援で関わった関係機関等（順不同） 

地    域 

南相馬市役所（障がい福祉係、市民課、税務課、生活保護係、建築住

宅課、長寿福祉係、国民年金係） 

相馬市役所(生活保護課) 

浪江町役場（介護福祉課） 

双葉町役場（健康福祉課） 

磐梯町役場（保健福祉係） 

滋賀県草津町役場（障害福祉課） 

須賀川市役所(社会福祉課) 

いわき市基幹相談支援センター、南相馬市社会福祉協議会、相馬市社

会福祉協議会、国見町団地、国見団地民生委員、もんま社会福祉士事

務所、いわきリオン補聴器センター、大成 

教育機関 相馬支援学校、原町第一中学校 

病院関係 

なごみメンタルクリニック、南相馬市立病院、大町病院、雲雀ケ丘病院、

鹿島厚生病院、上町クリニック、志賀医院、ほりメンタルクリニック、小野

田病院、レディースクリニック、ひかりクリニック、はらまち心療内科、総合

南東北病院 

福祉サービス事業所 

生活介護事業所 
サラダ農園、ぴーなっつ、原町共生授産園、大

崎太陽の村、ともに 

ヘルパー事業所 
南相馬市社会福祉協議会 介護部 

ともに 

入所施設 
原町共生授産園、原町学園、静和園 

ふきのとう苑、大崎太陽の村 

相談支援事業所 
相談支援相馬事業所、そらまめ 

ほっと悠、ともに  

就労支援センター アルファワークス 

同行援護 ひかり、おひさま 

グループホーム いやしの家、ふきのとう、グループホーム原町事



ケアホーム 業所、ウィル 

地域障害者総合支援

センター 

相双障害者就業・生活支援センター 

いわき障害者就業・生活支援センター 

就労継続支援 B 型事

業所 

ほっと悠、あさがお、ビーンズ、step ボード、ミッ

キーズハウス、あさ家、えんどう豆 

障害者自立生活支援

センター 
ウィル 

日中一時支援 原町学園 

 

 


