
平成２１年度事業報告書 
平成 21 年４月 1 日～22 年３月 31 日まで 

特定非営利活動法人 自立応援団 
１．事業の成果 
 
5 月１日より就労継続支援 A 型事業所へ移行し活動を行いました。当初は９

名の利用者から始まりましたが、３月末には 16 名となり、平成 22 年度は 18
名になりました。清正製菓様、杉養蜂園様、岩田コーポレーション様、野元

食品様からシール貼り作業及び箱折り作業、ＤＭ発送作業などの業務委託を

行いました。 
 
工賃も昨年度より平均 150％近くまでアップする事ができたことは大きかっ

たと思います。次年度は更に工賃アップを図りたいと計画しております。その為には新たな業務受託が

必要であり、今年度は新しい仕事開発に力を入れていかねばなりません。 
 
就労継続支援 A 型事業所へ移行する上において事業資金が必要な事から、九州ろーきん

に相談し少し時間がかかりましたが融資をして頂けました。そのお陰で運営を始めるこ

とができました。重ねて感謝する次第です。障害者自立支援法が施

行され、新しい法律に基づいた事業所への移行が進められている中、

資金のない NPO は、融資が必要です。何とか地方でもきちんと仕

組みができればと思います。就労支援センターが熊本で２例目だそ

うです。これを機にいろんな NPO が融資を受け、安定した事業を

できるようになればと感じています。 
 
2 年前から実験的に取り組んできたのが農作業です。施設外就労を通じて高齢化し

ている農業就業者課題への取り組みにも繋がり、障害者雇用にも繋がる事から農繁

期における就労支援活動として、今年度から取り組みました。就労支援センター敷

地内で農作業の訓練する畑をつくりました。 
田上樹楽園様の協力で立派な畑となり、ここで就労訓練を行うことができました。

採れた野菜は、ビプレス広場・光の森・サンリブシティくまなんなどで販売、フー

ドパル熊本で働いている方や利用者のご家族にご購入頂きました。ありがとうござ

います。 
 
1 月から植木にご好意で３反の畑を借りることができましたので、そちらでも農

作業の就労訓練を行っています。じゃがいも・ネギ・ナス・ピーマン・トマトな

どの夏野菜を植えました。今年の夏が楽しみです。 
今後の課題としては、施設外就労を受け入れてくれる農家の発掘が必要です。地

域へ働きかけを行い受け入れ農家を１０程度貰えるように 22 年度継続事業とし

て行いたいと思います。 
 

共同募金会からは、農機具の収納倉庫として 20 万円の助成を頂き購入することができ

ました。重ねてご報告致します。 
 
← 倉庫 
 
 
 
 



平成 21 年度熊本県移行定着支援事業補助金 
平成 21 年度熊本県移行定着支援事業補助金で事務機器購入ができました。 
パソコン及びシステム一式、書庫、ファクス印刷複合機、事務員人件費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「その他新しい取り組み」 
（１）口の健康ゲーム事業 
歯っぴーカムかむひごまる協議会より、「口の健康カルタ」作成の依頼があり、作

成中しました。地域の子供たちや高齢者の方々に「口の健康」について考えてい

ただきたいという思いで作成されたカルタです。栄養を補給する為の機能、呼吸

をする為の機能、人が生きていくうえで、必要不可欠な機能が口にはあります。

単に衛生管理だけではなく、機能訓練も必要です。また、生活していくうえでの

コミュニケーション機能「話す」ことも口がなければできません。 
このカルタを通じて、口の健康づくりに必要なことを学んでほしいと願っていま

す。 
１部・・・６００円で販売しています。 
（２）コーヒー販売事業 

イヴァンさんコーヒー 200 ㌘・・・800 円  
特選ブレンドコーヒー 200 ㌘・・・850 円 
 
コーヒーや紅茶の生産者を中心として支援することで、熱帯雨林の後退や土壌浸食・流亡

によるブラジルをはじめとするコーヒー・紅茶生産国土の荒廃を少しでもとどめたいと考

え、フェアトレードに参加しました。コーヒーの収益は障がい者就労支援活動にも繋がり

ます。これからもご協力お願いします。 
 
 

「就労支援事業」 
熊本大学附属特別支援学校、松橋養護学校、大津養護学

校などより、研修生を受け入れました。 
また、養護学校より保護者や学生の方が見学に来られま

した。今年度も研修生を受け入れながら、しょうがい者

の就労支援活動を広げてまいります。 
 
 
3 月 30 日は盲聾者の会で「夢の会」の皆さんが就労支 援センターに見学に来られ

ました。 
就労支援センターくまもとの活動を見学して、「自分達ができる仕事はないか」「私達の作業所をつくる

上で必要なことは…」という思いで、来ていただきました。仕事内容やフードパルくまもと内に作業所

をつくった経緯について、サービス提供責任者の瀬戸口から、説明をさせて頂きました。 



「平成 21 年度職場見学促進事業」 
「平成 21 年度職場見学促進事業」の補助金を受け、2 箇所の見学をさ

せて頂きました。この事業は、一般就労を目指す障害者の職場実習の受

け入れ先の確保及び就業促進を図るため、就労移行支援事業所・就労継

続事業所（Ａ型・Ｂ型）の利用者及び家族の方が、障がい者を雇用して

いる企業などを見学することを目的としています。 
 
 

 

「社会参加事業」 

花見・みかん狩りツアー・おしるこ会（成人式お祝い）を実施しまし

た。 
財源は就労支援センターに設置した自動販売機です。今年は 39,994
円の収入でした。今後も社会参加事業の財源として活用していきたい

と思います。 

（１）「インカ帝国のルーツ黄金の都シカン」 
障がいのある方の鑑賞デー：１１月３０日（月）午前１０時～午後１２時００分  
インカ帝国のルーツを探るべく北部ペルーの海岸地帯に栄えた謎の黄金文化「シカ

ン」に迫る日本人考古学者島田泉教授（南イリノイ大学）とシカン文化学術調査団に

よる３０年間の発掘調査の結果、得られた貴重な考古遺物約２００件を展示されてい

ました。 

（２）地域奉仕活動 

11 月から毎月第３木曜日、地域活動の日と位置づけ、フードパル熊本内の清掃活動ボ

ランティアを実施しました。 
 
（３）平成 21 年度熊本県地域における施設の拠点機能に着目した事業者支援事業 
平成 22 年２月 6 日（土）熊本市食品交流会館で行いました。（「ふるさとをください」の映画上映会） 
午前の部は、地域の子供たちを中心に５０名の方が参加しました。しょうがい者差別についての感想な

どを頂き嬉しく思います。午後は、一般の方などが６５名参加してくれました。「地域の施設」という

内容で、映画上映の前に講演を明篤館館長の宮田喜代志氏にして頂きました。 
宮田氏は、キーポイントは、「集う」→「つながり」→「広がり」である。 
しょうがい者だけではなく、地域の方を含めた多様な人材が施設を中心に集まることで、いろんな知恵

と力ができる。それが、地域課題を解決するキーポイントである。更にそれが大きく広がることで、さ

らに大きな力になるのではないかと話されました。就労支援センターくまもとは、今回、はじめてこの

ように地域の皆さまと一緒に集う機会をつくることができました。まさに第１歩を踏み出したのではな

いかと思います。これを機に、地域の皆さまの仲間に入れて頂き、一緒に西里地域の事について考えて

いくことができればと願う次第です。これを開催するにあたり、多くの皆さまのご支援とご協力があり

ました。本当にありがとうございました。中学生のアンケートでの感想でしょうがい者という形で、書

いてくれました。学校での教育でしょうか？当たり前のように書いてある事に対して、地域のしょうが

い者理解が広がっているように感じますし、教育によって子供たちが自然にしょうがい者を受け入れて

いるのだと実感することができました。 
 
映画の感想で下記のコメントを中学生からもらいました。 
自分の町に施設ができても私は全然いいんですけど、反対する人っているんだなぁを思いました。もし

この「ふるさとをください」みたいなことになったら別にいいんじゃない？というふうに言っていきた

いと思います。 



 
町全体で「しょうがい者」というだけで冷たくするのはどうかと思ったけど、最後にはみんな見方が変

わったので良かったと思いました。 
 
差別は絶対よくないということがよくわかった。しょうがい者だから…というのはやめてみんなで町な

どを作っていけるように私はなれるようにしたい。 
 
（４）未成年者飲酒予防事業 

毎週月曜日に就労支援センターくまもとに来てブログの更新を頑張っています。 
左足の親指一本で、器用にパソコンに打ち込んでいます。アルコール依存症と戦う

日々を綴ったブログです。 
５月には西原村の救護施設真和館で行った講演会を熊本日日新聞社が取材に来られ、

翌日の新聞に掲載されました。 
「アルコール依存症復帰の道を語る」 
大きな見出しと一緒に写真入で掲載されました。 
これからも、アルコール依存症で苦しんでいる方々や、若年者の方々に伝えていき

たいと思います。 
12 月 12 日（土）くまもと県民交流館パレアにて、「今日も生きていま

す」～アルコール依存症について考える～のパネルディスカッションを

開催しました。 10 名近くの方に参加して頂きました。 パネルディス

かションで久島さんは、「本人自身がアルコール依存症であるという受

け入れをすることが必要であり、それができた時にお酒をやめることが

できた。それまでの家族や仲間の助けが必要であり、早期に治療をする

ことで、命を失わずにすんだこと。まだ、やめられない仲間がいるが、

受け入れて、命を大事にしてほしい。」そして、そのメッセージを出す

ことが、私の使命ではないかと感じている事に共感することができました。「左足一本で、できること。」

として、マッキーは毎日ブログを更新し続けています。多くの仲間に見ていただき、命を救う事ができ

ることが彼の願いです。 
 

「ファンド事業」 
年末にカレンダー・お歳暮販売事業にご協力頂いた結果、5486 円の売上となりまし

た。夏の販売事業が 6670 円でしたので、合計 12,156 円となりました。作業用の椅

子が老朽化しておりましたので、椅子を 10 台購入させて頂きました。ありがとう

ございます。 
メンバーが増えましたので、次年度は作業用机と靴箱などを購入したいと計画して

います。次年度も皆様のご協力をお願い申し上げます。 
 
その他、ブラインド、看板、洗濯機、お花を寄贈して頂きました。ありがとうございます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

「その他の取り組み」 
就労支援センターにシアターができました。ポスターの 
裏を張り合わせた手作りのシアターですが、大画面で見ることが

できます。 
ワンセグ TV を見たり… 
 DVD を見たり・・・ 
  インターネットで動画を見たり・・・ 
 
 

消防訓練 
9 月 30 日、３月 25 日に消防訓練を行ないました。9 月 30 日は消防署の

方々にも来ていただき、消火訓練・避難訓練・通報訓練を行ないました。

3 月は避難訓練・通報訓練を行いました。 
グループホーム火災も起こりました。日頃は火を扱わない事業所ですが万

が一を考え実施しました。次年度以降も年に２回実施してまいります。 
 

「訪問介護事業」 
12 月１日に訪問介護事業、居宅介護・重度訪問介護事業の認可がおりました。設立以来計画されており

ましたが、やっと実現できました。地域生活支援活動の一環として、助け合い活動も合わせて今後活動

を広げてまいります。今年度は赤字決算となりましたが、次年度以降は黒字になる予定です。 
訪問介護・居宅介護など必要な方がおられましたらご紹介下さい。 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 
事業名 事 業 内 容 実施 

日時 
実施 
場所 

従事者の

人数 

受益対象者 
の範囲及び 

人数 

支出額 
(千円) 

小規模作業所 
 

４月 1 日～

４月３０日 
就労支援セ

ンターくま

もと 

 
２人 

熊本市 ９名 
 

障害者自立

支援法に基

づく指定障

害福祉サー

ビス事業 就労継続支援 A 型事

業所 

５月 1 日～

３月３1 日 
就労支援セ

ンターくま

もと 

 
４人 

熊本市及び近

郊 市 町 村  

１８名 

 
 

13,086 

居宅介護支

援事業 本年度は人員不足のため実施できなかった  

訪問介護事

業 
訪問介護事業 １２月 1 日

より通年 
利用者宅  

６人 
熊本市内 
 

 
537 

 


