別紙

令和元年度 社会福祉法人八幡平市社会福祉協議会 事業報告

１ 概要
少子高齢化・核家族化の進行、人口減少等を背景に住民が直面する課題が複雑化、多様
化するなか、事業の推進にあたっては、地域住民やボランティア、関係機関・福祉団体等
との連携協働で取り組み、各種福祉サービスの提供やボランティア活動、相談支援等の事
業を展開しました。
昨年度策定した「第３次八幡平市地域福祉活動計画」の初年度となる本年度は、地域住
民への計画内容の周知を図るため、地域福祉懇談会において、地域福祉課題を取り上げ、
解決に向けた取り組みについて意見交換を行い、計画の具体的な実践に取り組みました。
重点項目の一つである高齢者の生きがいづくりと健康づくりでは、地域の集落単位で行
われているふれあいいきいきサロンに出向き、血圧測定や健康指導等を行い、地域で支え
合い安心して暮らすことのできる環境づくりに取り組みました。
ボランティア活動の推進では、大規模災害に備えた平時からの取り組みとして、災害ボ
ランティアセンター開設訓練を行い、災害ボランティアの育成に努めました。また、岩手
県内沿岸部を中心に多大な被害が発生した令和元年台風第１９号では、被災した県内社協
災害ボランティア活動センターに職員を派遣し支援にあたりました。
広く市民を対象としたボランティア福祉講座では、成年後見制度や災害への備え等、福
祉、防災、ボランティア活動に対する意識の向上とボランティア育成に努めました。
基本目標に掲げる「誰もがこの地域で安心して暮らすことのできるしあわせの郷づく
り」をめざして、人と人のつながり、地域の支え合いを基本に各種事業を推進してまいり
ました。

２ 地域福祉活動の推進
（１）機関紙「福祉だより」発行
令和元年８月、１０月、令和２年２月、３月に各回８ページ構成で年４回発行。
市内全世帯、関係機関あてに配布。
（２）ホームページによる情報提供
全国にむけての情報発信媒体であるホームページを運用し、行事予定や結果などの
情報を発信。年度内随時更新。
また、社会福祉法人の情報公開として、現況報告書及び財務諸表を掲載した。
（３）社会福祉大会開催
「 第１４回八幡平市社会福祉大会 」
期日：令和元年９月２８日（土）
会場：八幡平市西根地区市民センター（約１５０人出席）
表彰：社会福祉事業功労者 ７人、褒賞 １人、福祉健康標語入選者 ３２人
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寸劇：「ノブばあさん町に出るの巻」 おたすけ劇団
講話：「地域の福祉づくり」
講師：矢巾町地域包括支援センター 所長 吉田均 氏
（４）福祉まつり開催
「 第１４回八幡平市福祉まつり 」
期日：令和元年９月２８日（土）
会場：八幡平市西根地区市民センター（約３００人参加）
内容：各福祉団体・福祉事業所等の出店、バザー、作品展示、介護用品・福祉車
両・緊急車両（消防車・救急車）の展示、フードドライブ活動、ビンゴ大
会など
（５）地域福祉懇談会開催
さまざまな地域福祉の課題を掘り起し、今後のあり方を探ることを目的に開催。
福祉関係者ほか地域住民を対象に開催した。「第３次八幡平市地域福祉活動計画」
の周知を図るため、地域福祉活動計画の体系を事業ごとに紹介し、地域福祉の取り
組みについて意見交換した。
西根会場 令和元年１１月８日（金）八幡平市西根地区市民センター ３９人
・移動手段について
・障がい者について
・ボランティア活動について
・高齢者ネットワーク活動について
・学校と地域の関わりについて
松尾会場 令和元年１１月７日（木）八幡平市総合福祉センター １８人
・保育所に関することについて
・福祉体験講座について
・サロン活動について
・緊急連絡カードについて
安代会場：令和元年１１月６日（水）安代福祉センター ２９人
・健康と日常の生活について
・福祉教育について
・配食サービスについて
・サロン活動について
（６）福祉運動会開催
「 第１４回八幡平市福祉運動会 」
期日：令和元年７月３１日（水）
会場：八幡平市総合運動公園体育館（２５８人参加）
内容：競技種目８種目（収穫リレー、車椅子リレー、玉入れ競争など）
（７）ダイヤモンド婚を祝う会
期日：令和元年１１月１３日（木）
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会場：いこいの村岩手
対象者：３４組 ６８人
参加者：１４組 ２８人（西根 ９組 １８人 松尾 ３組 ６人 安代 ２組 ４人）
（８）八幡平市総合福祉センター管理運営
法人の基本財産であり、法人事務所の所在地。
所在：岩手県八幡平市野駄第１９地割５０番地
構造：鉄筋コンクリート造瓦葺平家建１棟（９９５．００㎡）
利用者種別利用状況
種別
項目
件

社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

数

84 件

62 件

2 件

21 件

169 件

使用人数

1,004 人

967 人

15 人

198 人

2,184 人

（９）福祉バス運行管理
ゆいっこ号 ・平成１７年７月１１日登録 ・定員２９人
利用状況
社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

件数

人数

27件

327人

24件

351人

―

―

―

―

51件

678人

（10）「第３次八幡平市地域福祉活動計画」の周知
平成３１年３月に策定した「第３次八幡平市地域福祉活動計画」の周知を図るため
計画書を１５０部自主作成し、関係機関や福祉団体等に配付した。

３ 在宅福祉サービスの推進
（１）ひとり暮らし高齢者買い物ツアー
ひとり暮らし高齢者を対象に、買い物の機会が増えるお盆と年末の時期に合わせ、
買い物ツアーを実施した。
参加者延べ １３４人（西根地区 ５５人 松尾地区 ２５人 安代地区 ５４人）
内訳）１回目(市外)８/１・８/６・８/８・８/９
西根地区 ２９人 松尾地区 １２人 安代地区 ２６人
２回目(市内)１１/２７・１１/２９・１２/６・１２/９・１２/１９
西根地区 ２６人 松尾地区 １３人 安代地区 ２８人
（２）高齢者げんきはつらつ講座
高齢者の健康づくりや仲間づくりを進めることを目的に地区ごと１回の講座を開催。
参加者延べ １０２人
（西根地区 ２/２１ ４３人 松尾地区 ２/１７ ３８人

- 3 -

安代地区 ３/６ ２１人）
（３）高齢者交流事業
① ふれあいいきいきサロン
・小地域ごとの開催。高齢者を対象に、健康づくりや趣味活動などを実施。
・サロン関係者のためのサロン連絡会を地区ごとに開催した。
参加者延べ １０２人（西根地区 ２/２１ ４３人 松尾地区 ２/１７ ３８人
安代地区 ３/６ ２１人）
・サロンと学校の交流会開催の支援
松野小学校２年生との交流会
７/９ 参加者 ３８人 児童によるダンス披露とどっぴき
平舘高等学校生徒との交流会
９/２３ 参加者 １３人 １０/６ １５人 １２/１ １９人
紫薫染で作成したおげんき見守り手帳配付とおげんき体操
・看護師有資格者の臨時職員をサロンに派遣し、血圧測定や健康相談を実施。
サロン訪問 延べ６２カ所 １０７回（西根地区 ３１カ所 ５２回
松尾地区 １５カ所 ２８回
安代地区 １６カ所 ２７回）
サロン開催状況
項目
開催回数
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数
参加人数
会員数
サロン数
(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ含む)
地区
（延べ）
（延べ）
（延べ）
西

根

33 カ所

564 人

505 回

130 人

5,094 人

松

尾

18 カ所

258 人

198 回

94 人

1,831 人

安

代

17 カ所

232 人

221 回

315 人

1,627 人

合

計

68 カ所

1,054 人

924 回

539 人

8,552 人

② ひとり暮らし高齢者の集い
６５歳以上対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活を支えることを目的に
開催。（１回目買いものツアーと同日開催）
参加者延べ ６８人（西根地区 ８/１・８/９ ３０人
松尾地区 ８/６ １２人 安代地区 ８/９ ２６人）
③ ひとり暮らし高齢者料理教室
６５歳以上対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活を支えることを目的に
開催。（ひとり暮らし高齢者の集い、２回目買いものツアーと同日開催）
参加者延べ ７２人（西根地区 １１/２９・１２/６・１２/９ ３１人
松尾地区 １１/２７ １３人 安代地区 １２/１９ ２８人）
④ 高齢者夫婦の集い
７５歳以上の夫婦のみの生活者を対象。健康で生きがいを持ち、潤いのある生活
を支えることを目的に１回開催。
参加者延べ ６１人（西根地区 １０/２３ ２１人 松尾地区 １０/２８ １３人
安代地区 １０/３１ ２７人）
⑤ ニュースポーツ大会
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高齢者相互の親睦、健康の保持、生きがいづくりを目的に各種目１回開催。
ア ニチレクボール
期 日：令和２年１月９日（木）
会 場：八幡平市総合運動公園体育館
参加者：４２チーム １２８人
（西根 ２４チーム ７３人 松尾 １７チーム ５２人
安代 １チーム ３人）
イ ユニカール
期 日：令和２年２月２６日（水）
会 場：松尾コミュニティセンター体育館
参加者：２２チーム ６６人
（西根 １２チーム ３６人 松尾 ８チーム ２４人
安代 ２チーム ６人）
ウ ゲーゴルゲーム
期 日：令和２年２月２６日（水）
会 場：松尾コミュニティセンター体育館
参加者：１５チーム ４５人
（西根 １０チーム ３０人 松尾 ５チーム １５人）
（４）高齢者見守り事業
援護が必要な方に対し、小地域を単位とした住民主体による見守りや安否確認等の
福祉活動を推進した。
① 小地域ネットワーク活動
・対象者：ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦
・見守り者：近隣住民等、民生児童委員
見守り者数
地 区
ネットワーク数
（延べ）
西

根

328 ネット

358 人

松

尾

168 ネット

188 人

安

代

176 ネット

269 人

合

計

672 ネット

867 人

② おげんきみまもりシステム
ひとり暮らし高齢者が毎日１回、自ら電話を利用し安否を発信する。
近隣に、見守り協力員も配置。
利用者 １５人（西根地区 ０人 松尾地区 ２人 安代地区 １３人）
（５）福祉サービス支援活動
① 高齢者食事サービス事業
安代地区で実施。ひとり暮らし高齢者宅に夕食弁当を配達。
・利用者 ５８人 ・３６６食（４～１２月 月１回）
・調理、運転ボランティア ８５人 ・中学生 ７９人
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・調理ボランティアの活動休止について
メンバーの高齢化や人員減少などへの対応が喫緊の課題。
調理ボランティア班長会議
期日：令和元年１１月２９日（金）
内容；個人あてアンケート調査の実施を決定。
アンケート集計結果（調査対象７５人中６９人回答）
①活動継続２８人、②活動辞退３２人、③その他９人
アンケート結果を協議する調理ボランティア班長会議
期日：令和元年１２月２０日（金）
内容：全会一致により令和元年度限りでの調理活動休止が決定。
調理活動休止について、関係ボランティアとサービス利用者あてに通知。
通知時期：令和２年１月中旬
食事サービス連絡会議
期日：令和２年２月２８日（金）
内容：令和元年度限りでの調理活動休止と、令和２年度における事業のあり
方を検討することが決定。
② 訪問理美容サービス
６５歳以上の介護保険要介護認定を受けた方、重度の身体障害のある方で、理美
容店の利用が困難な方が対象。４回までの理美容券を交付。
・利用登録者 ４５人 ・実利用者数 ３６人 ・利用回数延べ １０８回
③ 外出支援サービス
通常の手段では外出が困難な方を対象に、福祉車両による移送支援を提供。福祉
有償運送事業者登録により実施した。
・利用登録者 ２３人 ・稼働日数 ３６日 ・移送件数 ３６件
・延べ移送人員 ３６人
④ 福祉機器・福祉車両貸出事業
・車椅子 ２２件 ・福祉車両 ５３件
⑤ 子育て支援の推進
・チャイルドシート貸出事業
生後１年６カ月未満の乳児を対象。貸出料１回３千円。
新規購入 １８台 貸出件数 ７件

４ ボランティア活動の推進
市内のボランティア活動への参加を促進するため、ボランティアの登録や斡旋、ボラ
ンティア保険の加入などを扱うとともに、ボランティア団体の活動に対する助成を行っ
た。
（１）ボランティア活動センター事業
① ボランティア連絡協議会 ２回開催
② ボランティア登録者 ・団体 １６団体 ４６２人 ・個人 ３７人
③ 介護支援ボランティア研修会への協力 年２回 受講者 ２３人
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④ 福祉まつりでのフードドライブ活動への協力
⑤ ボランティア団体の育成
・八幡平市朗読奉仕ほおずきの会 声の広報発行、朗読奉仕
⑥ スノーバスターズ活動の推進
除雪が困難なひとり暮らし高齢者世帯や障がい者世帯などを対象に、除雪や巡回
などを行った。
・西根地区 １地区 ボランティア ７７人
・松尾地区 ５支部 ボランティア ８９人
・安代地区 １団体 ボランティア ６１人
計 ２２７人
（２）ボランティア福祉講座開催
期日：令和２年１月１７日（金）
会場：八幡平市西根地区市民センター（７９人出席）
講話：「 成年後見制度について 」
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート岩手支部
支部長 高橋正勝 氏
防災講座：「 災害への備え 」
講師：日本赤十字岩手県支部赤十字防災セミナー
指導者 吉田善雄 氏
「 災害時の高齢者支援のしかた 」
講師：日本赤十字社岩手県支部事業推進課
課長兼赤十字健康生活支援講習指導員 下本桂子 氏
活動紹介：「 令和元年台風第１９号災害ボランティア活動 」
八幡平市社会福祉協議会事務局職員
（３）ボランティア協力校事業
児童・生徒を主体とした地域のつながりを高めるため、市内の小学校から高等学校
までボランティア協力校に指定。
① ボランティア協力校の指定
担当者会議 １回（市内小学校 １０校、中学校 ４校、高等学校 １校）
② 福祉健康標語
市民の福祉意識やボランティア意識を高めることを目的とし、最優秀作品（福祉
の部、健康の部）２点を全世帯に配布した。
・応募数 ９２点 ・入選 ３２点
（４）出前体験講座の実施
市内の学校へ指導ボランティアが訪問し、高齢や障がいの疑似体験学習の指導を実
施した。
・体験回数 １７回 ・児童、生徒 ２８５人
・指導ボランティア延べ ６６人
・実習生 １人
・出前体験講座ボランティア打ち合わせ会 １回
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（５）災害ボランティアセンター開設訓練
・期日：令和元年９月１日（日）（八幡平市防災訓練に合わせて実施）
・場所：八幡平市立寄木小学校（３５人参加）
・内容：災害ボランティアセンターの設置及び業務確認・実施
（６）災害ボランティア活動の支援
令和元年１０月１２日から１３日にかけて発生した令和元年台風第１９号で、多大
な被害を受けた岩手県沿岸部の市町村の支援にあたるため、岩手県社会福祉協議会・
県央地区社会福祉協議会連絡協議会と連携し、普代村災害ボランティアセンター運営
業務の支援にあたった。
・派遣期間 令和元年１０月１８日～１１月１４日までの１８日間
・派遣人数 実派遣人数 ５人、延べ派遣人数 １９人

５ 相談・援護活動の推進
（１）心配ごと相談所開設事業
① 心配ごと相談所運営委員会２回
② ふれあい相談所開設
・一般相談 ３地区隔月開催 延べ １２回 相談件数 １件 窓口及び電話で対応
・法律相談 ３ヵ所 ４回開催 相談件数 １８件
（西根 １１件 松尾 ７件 安代 ０件）
・年金相談 ３ヵ所 ４回開催 相談件数
９件
（西根
５件 松尾 １件 安代 ３件）
（２）日常生活自立支援事業
高齢者や障がい者で、判断能力の十分でない人を対象に、福祉サービス利用手続き
の援助や代行、日常的な金銭管理支援を提供。葛巻町と岩手町を含めた広域基幹業務
を実施。
・相談件数 計 ２９２件（八幡平市 ２３５件 葛巻町 ４１件 岩手町 １６件）
・契約件数 計 ２９件（八幡平市 ２２件 葛巻町 ４件 岩手町
３件）
・専門員 １人、生活支援員 １１人
（西根 ４人 松尾 １人 安代 ２人 葛巻 ２人 岩手 ２人）
（３）生活福祉資金貸付事業
県社協が事業主体。本会は岩手県社協から窓口業務の委託を受け、他の貸付制度が
利用できない低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯が対象。該当世
帯の経済的自立と生活の安定が目的。民生児童委員の協力を得ながら支援及び相談に
あたった。
① 総合支援資金
・相談件数
２件（西根 ２件 松尾 ０件 安代
０件）
・新規貸付
０件（西根 ０件 松尾 ０件 安代 ０件）
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・貸付者総数 １０人（西根 ５人
② 福祉資金
ア 福祉費
・相談件数 ４件（西根 ２件
・新規貸付 ２件（西根 ０件
・貸付者総数 ６人（西根 ３人
イ 緊急小口資金
・相談件数 ８件（西根 ７件
・新規貸付 ０件（西根 ０件
・貸付者総数 ５人（西根 ４人
③ 教育支援資金
・相談件数 ５６件（西根 ２２件
・新規貸付
１件（西根 ０件
・貸付者総数 ７２人（西根 ３６人
④ 不動産担保型生活資金
・相談件数
０件（西根 ０件
・新規貸付
０件（西根 ０件
・貸付者総数 １人（西根 １人

松尾

５人 安代

０人）

松尾
松尾
松尾

１件 安代
２件 安代
２人 安代

１件）
０件）
１人）

松尾
松尾
松尾

１件 安代
０件 安代
１人 安代

０件）
０件）
０人）

松尾 １６件 安代 １８件）
松尾 ０件 安代 １件）
松尾 １７人 安代 １９人）
松尾
松尾
松尾

０件 安代
０件 安代
０人 安代

０件）
０件）
０人）

（４）たすけあい資金貸付事業
本会が主体となり緊急一時的な生活費（限度額１件５万円、無利子、償還１２カ月
以内）を貸し付け。低所得世帯を対象に、民生児童委員が支援及び相談にあたった。
・新規貸付件数 ６件（西根 ４件 松尾 ０件 安代 ２件）
・貸付者総数 ４８人（西根 ３６人 松尾 ８人 安代 ４人）
（５）生活困窮者自立相談支援事業
経済的に困窮し、最低限度の生活維持ができなくなるおそれがある人からの相談に
応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、支援の種類及び内容等を記載した計
画の作成と、これに基づく様々な支援の提供を一体的かつ計画的に行った。
八幡平市から委託を受け、「はちまんたい暮らしの支援室」を設置、主任相談支援
員（就労支援員兼務）及び相談支援員各１人を配置し、関係機関と連携し自立に向け
て支援を行った。
① 相談件数
・新規相談 ２４件 ・延べ相談数 １５４件
② 支援実績
・プラン作成 ０件 ・支援調整会議 １２回 ・家庭訪問 ３８回
・同行訪問 ３回 ・その他 ４回（コミュニティセンターまたは市役所）
③ 関係機関との連携
・フードバンク岩手からの食料支援 ４回
・ＩＷＡＴＥあんしんサポート事業による支援 ３回
④ 事業内容の周知
・事業について市民等への周知を図るため、広報紙「福祉だより」にて事業内容を
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紹介するとともに、チラシを作成し、市内全世帯等に配布した。
（６）フードバンク事業への協力（フードドライブ事業）
生活困窮のため食料の確保が出来ない世帯を支援するため、保存のきく食料品の寄
付を市民に呼びかけ、受け付けた食料品を生活困窮者や福祉施設への食料支援活動を
しているＮＰＯ法人フードバンク岩手へ届けた。
・寄付件数 ２２件 ・総寄付食料重量 ３８０.７８㎏
（７）生活困窮者緊急支援事業
生活困窮のため最低限度の生活を維持することができない状態にあると見受けられ
る市民に生活支援給付金の給付や食料支援を行った。
・生活支援給付金の給付 ２件 ・食料支援 １０件
（８）歳末たすけあい義援金配分事業
八幡平市共同募金委員会による歳末たすけあい運動募金の配分を受け、次の対象者
に義援金を伝達。
在宅者 ８５４件
（ひとり暮らし高齢者 ８１０件、寝たきり高齢者 ２５件、
重度障がい児・者 １２件、生活困窮世帯 ７件）

６ 会務の運営
社会福祉法人として、健全で適正な経営のために会務の運営に努めた。
（１）会長･副会長会議開催 １４回
（２）理事会･評議員会開催

・理事会 ６回 ・評議員会 ４回

（３）監事監査開催 ４回
（４）理事監事全員協議会開催 ２回
（５）評議員選任・解任委員会 ２回
（６）委員会開催

・総務委員会 ２回 ・広報委員会 ３回

・事業運営委員会 ３回

（７）会員の加入促進 ・一般会員 ７，６６８世帯
・賛助会員 １５２人（１７０口）
（８）福祉基金 総額 ９，４４５万円（一部処分前 ９，６４５万円）
協議会運営を円滑に行うため、福祉基金の一部処分として２００万円を各種事業に
充当し福祉活動を推進した。
（９）本所、支所の運営
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事務・事業の推進の拠点として本所１、支所２を置き、本所は法人全般的な運営、全
市事業の企画、調整等を行った。支所は窓口業務のほか地域の特性を生かした福祉活動
の推進に努めた。
（10）役職員研修会の実施
期日：令和元年１１月２８日（木）
場所：八幡平市総合福祉センター（２２人参加）
研修：「法人運営・事業運営等について」
講師：岩手県社会福祉協議会 事務局次長 宇土沢学 氏
（11）職員の専門知識取得のための研修参加
職員の専門知識取得と資質向上を図るため、各種研修会に参加した。
・社会福祉主事資格認定通信課程・集合研修
・自立相談支援事業従事者養成研修
・地域福祉活動コーディネーター養成研修
（コミュニティーソーシャルワーカー継続研修）

７ 関係機関・団体との連携
福祉関係機関・団体との連携を図り、福祉活動を推進した。
（１）地区社会福祉推進協議会の支援
西根地区 ４団体 松尾地区 ４団体 安代地区 １団体
（２）八幡平市老人クラブ連合会の支援
事務局業務を実施。会員 １，４１４人、単位老人クラブ ５４クラブ。
（３）八幡平市民生児童委員協議会の支援
事務局業務を実施。民生児童委員９９人、主任児童委員７人、計１０６人
（４）八幡平市身体障害者福祉協会の支援
事務局業務を実施。会員 ６２人。
（５）八幡平市母子寡婦福祉協会の支援
事務局業務を実施。会員 ４４人。
（６）八幡平市手をつなぐ育成会の支援
事務局業務を実施。会員 １８人。
（７）共同募金への協力
民間福祉活動の財源を支える、共同募金活動へ全面的な参画を行った。
・赤い羽根募金及び歳末たすけあい募金
（戸別募金、街頭募金、法人募金、学校募金、職域募金、イベント募金、個人募金、
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その他の募金）
８ 指定管理事業
（１）安代福祉センター管理運営
市の指定管理を受け、施設を管理運営。
所在：岩手県八幡平市小柳田２１０番地１
構造：ＲＣ造平屋建１棟（５９３．７２㎡）
利用者種別利用状況
種別
項目
件

社

協

福祉団体

公共団体

その他

計

数

44 件

33 件

0 件

0 件

77 件

使用人数

478 人

687 人

0 人

0 人

1,165 人

９ 障がい者支援事業の推進
（１）指定障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型 ポパイの家）運営
障害者総合支援法による就労継続支援事業を実施。利用者定員３０人に対し３３人
が契約、一日平均利用者数は２８人、年間出勤率は８９．９％であった。
作業は、資源回収（リサイクル回収）、受託事業、農作業、手芸品作製のほか、施
設外就労事業にも取り組み、利用者の自立した日常生活や社会生活が営めるように就
労の機会を提供した。また、関係市町村、地域の福祉サービス事業者等と連携しなが
ら利用者支援を行い、利用者の意思を尊重した総合的なサービス提供を行った。
作業所建設については、約４カ月にわたる工事を行い、令和元年１２月２０日に完
成、１２月２３日に開所式を行った。
主な事業内容は次のとおり。
① 開所日数 ２４５日
② 利用者内訳
・知的障がい ２８人 ・身体障がい ２人 ・精神障がい ３人
・年間延べ利用人数 ６，７６９人
③ 作業内容
ア 資源リサイクル事業
空き缶の回収および圧縮、一升ビン、新聞紙の回収
イ 自主製品販売事業
手芸品（ティッシュケース、巾着袋等）、綿菓子、コーヒー
ウ 受託事業
タオルたたみ、シール貼り、箱折り、豆選別、メール便、たい肥の袋詰め、
事務所清掃、マッシュルーム袋詰め、ふるさと納税返礼品梱包
エ 農作業事業
サトイモ、ミニトマト、じゃがいも、ブルーベリー、かぼちゃ、姫神芋、ＥＭ
ボカシ、ＥＭ石けん、農福連携事業（種まき、田植え、草刈り、花育苗など）
オ 養鶏飼育事業
採卵
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カ 行事
音楽・運動療法各１２回、日帰りレクリエーション、利用者一泊旅行、花見、
クリスマス会
事業種別収入内訳
事業の種類

収 入 額

(単位：円)
事業の種類

資源回収

1,521,851

たまご

自主製品(手芸等)

1,042,729

野菜

メール便

571,430

受託事業・豆選別
合

2,533,389
計

ＥＭ製品
授産(仕入販売)

収 入 額
8,800
836,571
38,553
910,900
７，４６４，２２３

④ 作業工賃支給額（令和元年度）
ア １人当たり平均年間工賃 １８５，７１０円
イ １人当たり平均１カ月工賃 １７，１５８円
（平成３０年度平均１カ月工賃 １６，７６５円）
参考）盛岡地域の平均 １７，１９６円、岩手県の平均 １９，３６３円
（平成２９年度平均１カ月工賃 １６，４２６円）
参考）盛岡地域の平均 １６，７９０円、岩手県の平均 １８，９８２円
⑤ 作業所建設
ア 建設工事内容
工事名：福祉事業所ポパイの家作業所建設工事
構造：木造平屋建１棟（２０９．５１㎡）
工期：令和元年８月１８日～令和元年１２月２０日
イ 作業所開所式
期日：令和元年１２月２３日（月）
出席人数：６５人
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