
平成３０年度事業活動報告 

 

４月 ２日（月） 平成３０年度事業開始 梅の香開所式（中川） 

    ６日（金） 行事「花見」（高見公園） 

   １０日（火） 見学者１名 

   １１日（水） 見学者１名 

   １３日（金） 南相馬市社協より軽トラ譲渡 見学者１名 

   １６日（月） 就労アセスメントのための実習受入れ１名（５日間） 

   １７日（火） イオン黄色いレシートキャンペーン贈呈式 

   ２０日（金） 南相馬市福祉作業所連絡協議会（中川） 

   ２４日（火） 就労アセスメント評価会議（佐藤） 

   ２７日（金） 労金原町支店様から傘寄贈 

 

５月 ９日（水） 南相馬福祉会理事会（中川） 

   １０日（木） 県社協障がい児者福祉施設協議会総会（中川） 

   １１日（金） 行事「カレーの日」 

   １４日（月） はらまちひばり監査 

   １５日（火） はらまちひばり理事会 

   １８日（金） はらまちひばり総会 

   １７日（木） 障がい者施設等職員基礎研修（鈴木 郡山市） 

   ２０日（日） きょうされん議員との懇談会（鈴木 福島市） 

   ２２日（火） 県精神保健福祉協会相双支部総会（中川） 

          県福祉・介護職員のつどい（鈴木 郡山市） 

   ２３日（水） 車輪梅監査（中川） 

   ２５日（金） 南相馬市福祉作業所連絡協議会（中川） 

   ２８日（月） 県精神保健福祉会連合会つばさ会総会（佐藤 二本松市） 

   ２９日（火） 南相馬市福祉会理事会（中川） 

          就労アセスメント説明会（草野） 

   ３０日（水） 車輪梅理事会（中川） 

   

６月 ８日（金） 労金相双方部推進員会（中川） 

   １１日（月） 自立支援協議会就労支援部会（中川、鈴木） 

１２日（火） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

        きょうされん現場職員交流会（高橋） 

   １３日（水） きょうされん所長懇談会（中川） 



    １４日（木） きょうされん主任会議（佐藤） 

           資源回収用軽トラ納車（ホンダアクティ） 

    １６日（土） 県福祉作業所・事業所連絡協議会総会（高橋 郡山市） 

    １８日（月） 相馬支援学校実習生受入れ２名（１０日間） 

    ２２日（金） 行事「ボウリング大会」（市内ルミックスボウル） 

    ２５日（月） 県精神保健福祉協会県総会（中川 福島市） 

 

７月 ３日（火） 障害福祉サービス事業者集団指導（佐藤） 

     ５日（木） 防火管理者講習（鈴木 ２日間） 

     ７日（土） 「第４５回おひさまといっしょに」（小川町体育館） 

     ９日（月） 県社協共済事業事務説明会（佐藤 福島市） 

    １３日（金） 自立支援協議会就労支援部会（鈴木） 

    １７日（火） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

    １９日（木） 利用者サービス担当者会議 

    ２０日（金） みんなで一緒に学ぼう「子どもの福祉」（中川） 

    ２４日（火） サマーショートボランティア受入れ説明会（守重） 

    ２５日（水） 見学者１名 

  

８月 １日（水） サマーショートボランティア受入れ１名（３日間） 

    ３日（金） 県社協共済事業福利厚生企画・情報会議（中川 福島市） 

     ８日（水） 南相馬福祉会理事会（中川） 

    １７日（金） 行事「昼食を楽しもう」 

 ２１日（火） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋万） 

    ２２日（水） 自立支援協議会就労支援部会事業所見学会（中川、鈴木） 

    ３１日（金）～ 社会見学旅行（宮城・山形方面） 

９月 １日（土）  

    

９月 ５日（金） きょうされん所長会議（中川） 

    ６日（木） きょうされん主催ＧＨ勉強会（中川、利用者１名） 

     ７日（金） きょうされん現場職員交流会（鈴木） 

    １４日（金） 行事「昼食会」 

    １８日（火） 南相馬福祉会理事会（中川） 

           自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

２８日（金） 車輪梅研修会（中川） 

 

 



１０月 ５日（金） 自立支援協議会就労支援部会（中川、鈴木） 

   １０日（水） 行事「昼食会」 

   １１日（木） きょうされん主催行政との懇談会（守重、利用者１名） 

          南相馬福祉会理事研修（中川 ２日間） 

   １６日（火） 自立支援協議会地域生活支援部会（中川） 

   １９日（金） ポニー作業所消防訓練 見学者１名 

   ２０日（土） 南相馬市健康福祉まつり 

   ２７日（土） 県福祉作業所・事業所連絡協議会研修会（高橋、鈴木） 

   ２９日（月） 南相馬福祉会理事研修（中川 郡山市） 

   ３０日（火） 労金原町支店推進委員（中川） 

 

１１月 ２日（金） 車輪梅研修（中川） 

    ９日（金） 安全運転管理者講習（卓） 

   １２日（月） 相馬支援学校実習生受入れ２名（９日間） 

   １６日（金） 自立支援協議会就労支援部会（中川、鈴木） 

   １８日（日） 北町二行政区芋煮会（利用者４名、支援員３名 小川町体育館） 

   １９日（月） 利用希望者実習（４日間） 

   ２６日（月） 新規利用者１名 

   ２７日（火） 利用者サービス担当者会議 

   ２８日（水） きょうされん主催ＧＨ勉強会（中川 利用者１名） 

          きょうされん所長会議（中川） 

   ３０日（金） きょうされん現場職員交流会（佐々木） 

 

１２月 １日（土） 「スポーツ交流会」（小川町体育館） 

    ４日（火） 福寿園視察研修（中川） 

   １０日（月） 利用者サービス担当者会議 

   １４日（金） 消防訓練（消防署立ち合い） 

   １７日（月） 南相馬福祉会理事会（中川） 

   １８日（火） アセスメント評価会議 

   １９日（水） 資源回収用軽ワゴン納車（ダイハツハイゼット） 

   ２１日（金） 行事「クリスマス会」 

   ３１日（月） 運転手高橋卓さん退職 

 

 １月 ４日（金） 行事「餅つき大会」 

   １１日（金） 利用者１名契約解除 

   １６日（水） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 



２３日（水） 資源回収用軽ワゴン納車（日産クリッパー） 

    ２５日（金） 自立支援協議会就労支援部会（鈴木） 

    ２８日（月） 利用希望者実習（４日間） 

   

  ２月 １日（金） 慰問コンサート 

    ８日（金） きょうされん所長会議（中川） 

           障がい者と企業をつなぐ説明会（中川、鈴木） 

    １９日（火） 自立支援協議会地域生活支援部会（高橋） 

   ２０日（水） インフルエンザ流行のため閉鎖（３日間） 

   ２６日（火） 相双障がい保健福祉圏域連絡会（中川） 

 

  ３月 １日（金） 新規事業所内覧会（３日間 相馬市） 

    ６日（水） 相双精神保健福祉協会役員会（中川） 

    ７日（木） 県社協共済事業福利厚生企画・情報会議（中川 福島市） 

    ８日（金） 自立支援協議会就労支援部会（中川、鈴木） 

   １２日（火） 統合失調症勉強会（支援員３名） 

   １５日（金） 南相馬市福祉作業所連絡会（中川） 

   １９日（火） 虐待防止講演会（中川） 

   ２２日（金） 南相馬福祉会理事会（中川） 

   ３１日    平成３０年度事業終了 

 

【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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



はらまちひばりワークセンター 活動実績 

 

作業内容 

作業種 内容 

バリ取り ゴム製品のバリ取り 

リード線伸ばし 電子部品（リード線）の伸ばし 

袋穴あけ 小袋の穴あけ 

ハーネス ケーブル（電線）をまとめたり切ったりする 

資源回収 家庭や地元企業から出る資源物の回収 

缶バッチ製作 南相馬ファクトリーからの依頼で缶バッチ製作 

彼岸花づくり ぼんこ刺し・花びら切り・花びらつけ（すべての工程が手作業） 

エコプラザ キクチの店頭で資源物の回収、選別 

墓守サービス お墓参り、お墓そうじの代行 

 

年間行事 

月 内          容 参加者数 月 内          容 参加者数 

4 月 お花見 36 11 月 本町・三島町福祉委員会との交流会 36 

5 月 昼食を楽しもう(カレー) 32 
12 月 

スポーツ交流会 20 

6 月 ボウリング大会 31 クリスマス会(お弁当・ケーキ・果物) 35 

7 月 おひさまといっしょに 22 1 月 新年餅つき大会 33 

8・9

月 
社会見学旅行(宮城・山形方面) 32 

2 月 
ふれあい交流会 20 

9 月 昼食会(混ぜご飯・豚汁) 34 慰問コンサート 33 

10 月 

昼食会(のり唐揚げ弁当・コーヒーゼリ

ー) 
34 3 月 いちごパーティー 35 

北町二行政区との芋煮会 4   合計             (前年度 491) 437 

※行事が休日にかかる場合は希望者のみの参加となります。   他、月 1 回の外食支援。 

 

保健関係 

 毎朝の検温 月 1 回の体重測定 

 

工賃支払実績 

 工賃平均月額 12,406 円   平成 19 年度 12,647 円 



ヒヤリ・ハット 

  件数 対応済 対応中 合計 
(参考) 

前年度 

ヒヤリ・ハット 10 件 10 件 0 件 10 件 5 件 

事故 4 件 4 件 0 件 4 件 12 件 

苦情 1 件 1 件 0 件 1 件 0 件 

事故内容：利用者関係 2 件、車両関係 2 件 

  

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、計画相談実績  

平成 30 年度 年間報告 

 身体 知的 精神 発達 その他 実人数 前年度 

障がい者 37 98 46 0 0 181 200 

障がい児 0 0 0 0 0 0 0 

計 37 98 46 0 0 181 200 

 

 

 

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 

 卒後の地域生活支援連携会議(相馬支援学校) 

                                         

 

（２）研修会 



 障がい者相談支援従事者研修 

 市町村知的障がい者福祉担当者研修会 

 精神障がい者地域移行圏域ネットワーク強化研修会 

 障がい年金セミナー 

 報酬改定研修会 

 相談支援事業所管理者研修 

 「障がい保健福祉施策の動向」についての講演会 

 

 

 

 

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、本町民生委員、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、新地高校、相馬農業高校 

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、ひかり

クリニック、はらまち心療内科 

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 

ニチイ学館、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、木もれ陽 

訪問リハ 訪問リハビリステーションつばさ 

同行援護 ひかり 

グループホーム 

ケアホーム 

いやしの家、ふきのとう、グループホーム原町事

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 

障害者生活支援セン

ター 
ウィル 

就労支援センター ひゅーまにあ福島、アルファワークス 

 

 


