10 月

土)
27 日 ( 金 ) ～ 28 日 (午前
10 時～午後 4 時

開設 1 周年
自慢の逸品

“憩いのcafe”は日本郵便株式会社年賀寄附金配分を受け整備しました

シュークリーム 5個 ￥500

運営の基本方針

自家製カスタードクリームと濃厚な生クリーム

黒糖わらび餅 350ｇ ￥400
まろやかな黒糖の風味が優しく甘く広がります

瀬戸内レモンのシフォンケーキ
⏀16ｃｍ￥650 上にも瀬戸内レモンソース

(辻小学校跡・菅生神社隣)

三豊
〒768-0103 三豊市山本町辻1375番地
TEL0875-23-6685

circus@js6.so-net.ne.jp

http://tatara-net.com

│障│害│の│あ│る│方│々│が│地│域│で│安│心│し│て│暮│ら│し│て│い│く│た│め│に│

障害者就労支援事業 継続支援B型事業

さぁかすチャレンジド 三豊
ぜひ、ご一緒に
障害のある方々が地域で安心して暮らしていくためには、それぞれが持っている能力を生かし、
そのハンディに合わせて働ける場の創出が必要です。
私たちは、ハンディのある方が自分たちの可能性を広げながら、就労意欲をはぐくみ、たとえ短時
間であってもハンディなく働ける環境をつくりあげるとともに、その体験と意欲そして能力開発
を基に一般への就労も併せてめざし、地域での障害者就労機会を広げることに貢献します。ハンデ
ィのある人たちが、安心して地域で暮らすための基盤づくりを目指し、障害者就労支援事業を行
っています。

運営の基本方針

時間を共有しながら、基盤づくり
まず、ご一緒に時間を共有し、利用者それぞれに応じた興味と
意欲に基づき、適正な就労種目の提供や開発に努めます。
ハンディを持つ人たちが安心して仕事に就き働けることが、地
域で暮らすための前提条件です。

自立した日常＆社会生活のための支援
“ 誰もが社会で果たせる役割がある”暮らしを実現するために、利用者が社会と
の関わりを通じて成長し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、
個別支援計画を作成し、その達成に向け支援します。

活動を通して、知識や能力を向上
生産活動、その他の活動機会の提供・開発を通じて、その知識及び能力の向上の
ために必要な訓練などの便宜を適切で効果的に行えるよう努めます。

お問い合わせ

NPO法人明日に架ける橋三豊
〒768-0103 三豊市山本町辻1375番地
TEL0875-23-6685

(辻小学校跡地)

circus@js6.so-net.ne.jp
http://tatara-net.com

お気軽に
ご相談下さい

施設長
桐野 幹夫

事業計画書
小学校跡地活用による地域福祉・地域づくりへの貢献を目指して

NPO（特定非営利活動）法人
理事長

明日に架ける橋
多田羅 譲治

１．基本姿勢
地域で大切にはぐぐまれた小学校跡地を、小学校が果たしてきたコミュニティ
機能を受け継ぎながら、地元と共に歩み、地域福祉・地域づくりを推進してい
きます。
２．事業の２つの柱
・地域と共に歩む福祉拠点づくり
・地域共生を目指す地域貢献センターづくり
３．具体的な事業
（１）地域と共に歩む福祉拠点づくり
① 障害者就労支援 B 型事業“さぁかすチャレンジド三豊”の実施
「障害者の自立支援を行う就労支援事業所開設」
・障害者が PC と IT を通じて地域に貢献できる事業（障害者がサポー
トを受けるだけでなく、みずから社会的役割を地域で果たせる事業）
を追求し、障害者の生きがいと自立を目指します。
・障害がある人たちは、サポートを受けるのが当たり前の存在ではあり
ません。障害者各自の能力や状況に応じた社会とのかかわり（貢献）
や自立を追及することが、私たちの活動の目的です。
・20 名定員で開設し事業を拡大する計画です。
現状希望者

開設時予定

（27 年 1 月）

在籍者（予定）

計画

計画

（27 年 4 月） （30 年 4 月） （32 年 4 月）

17

20

40

60

(内訳)三豊市

8

10

20

30

(内訳)観音寺

5

6

10

15

近隣地域

4

4

10

15

職員数は、開設時 8 名程度（パート含む）
・当団体は綾川においても同様の事業を行っており、以下の通り事業を継
続拡大しております。
綾川事業所
在籍者数

開設時
開設年度末
現在
（21 年 4 月） （22 年 3 月） (27 年 1 月)
20

30

38

職員数（居宅介護事業含む）
平成 21 年開設時職員数 8 名・パート 4 名
平成 28 年現在職員数
21 名・パート 8 名

②

障害者居宅介護事業の拡充
「障害者の自宅における生活支援」
・三豊地域を中心とした障害者居宅介護事業を充実させ、障害者の地域
生活支援を図ります。
・当団体は綾川においても同様の事業を行っており、以下の通り事業を
継続拡大しております。
綾川事業所
利用者数

③

開設時
現在
（21 年 4 月） (28 年 1 月)
21

85

その他の福祉事業（障害者支援事業等）の拡充
「地域の福祉需要への対応」
・三豊市福祉計画をもとに、経営の推移をみながら、三豊地域の障害者の
要望に応える事業（放課後等デイサービス・障害者就労移行支援・相談
支援・生活介護等）を、順次拡充していきます。
・介護保険法に基づく高齢者福祉事業など、地域の要望に積極的に応需で
きる体制の整備に努めます。

（２）地域共生を目指す地域貢献センターづくり
・地域ふれあいの核機能・地域の文化やスポーツ活動など地域の様々な
活動に貢献できるサポートセンターを目指します。
・地域コミュニティ機能を受け継ぐとともに、障害者が地域で役割を発
揮できる機会を増やしていきます。
①

NPO 地域貢献活動
・地域諸団体と相談しながら、子ども・高齢者活動をはじめ、文化・ス
ポーツ等の地域活動に対するサポートを行います。
・活動毎にそれぞれの事務局機能（受付事務・調整・連絡・資料作成等）
を通所障害者が担うことで、障害者自身の生きがいと自立、そして共
生を目指します。その経費は当 NPO 法人が負担します。
・地域団体・こども会・スポーツ少年団等の活動拠点を提供し、そのサ
ポート機能も整備します。地域の文化の継承にも貢献します。
校舎（教室等）の活用例（想定）
・音楽室

地域（県内）音楽サークル等への貸し出し

・体育館

室内競技・演劇等の文化活動への貸し出し

・修礼室（和室）

地域の会合や活動への貸し出し

・放送室＆スタジオ

ミニ FM・収録など、文化活動等への提供

・花壇等

ﾎﾞｲｾﾝﾍﾞﾘｰなど三豊特産品の栽培展示

・空き教室(1 階 2 階)

貸会場として地域の会合や活動への貸し出し

※ 運動場は、当法人としての使用予定はありませんが、
地域スポーツ団体・スポーツ少年団等の活動継続に協力します。
照明設備等の備品についても、継続使用に協力します。

②

③

憩いの Café（スイーツと飲み物）※ 無料休憩所機能を含む
・地元の食材を生かしたスイーツと“飲み物を提供する憩いの Café”
・地域交流スペースと障害者の就労機会を提供します。
・孤立高齢者への配食サービスも、検討していきます。
みとよ物産市：三豊の物産の発信基地（展示即売+県内配達+ＩＴ販売）
・障害者が核になって県内産品を地域配達する生協(福祉生協かがわ)が、
三豊市物産常設展示場を運営し、県内に物産紹介・販売を行います。
・三豊市ふるさと会(東京・大阪)と連携して、都市との交流をふるさと物
産でお手伝いします。
・物産市では、IT 販売も障害者の就労事業として実施します。
※ 別資料参照（常設展示場・県内配達・ふるさと発信）

④
その他
・三豊市の地域おこしと連携した業務の開発。
・地域農業（フルーツ王国三豊など）と連携した地域特産品の開発
※ 当法人のマイクロ波乾燥抽出設備を活用
・障害者が核となって運営するための改装（1Ｆ：バリアフリー化・障害者
トイレの増設など）を、実施します。
・必要な維持管理費用は家賃相当額（当初月額 50 万円予定）として、NPO
法人明日に架ける橋の地域貢献活動費にて予算計上します。
（３）開設当初施設利用者予定数（来訪者含む見込）
・障害者就労支援事業の通所者・家族・職員
40 人/日
・障害者居宅事業等福祉事業に関する職員・利用者
10 人/日
・カフェ・物産展示への来訪者（福祉生協関連含む）
30 人/日
・イベントスペース イベント開催時
200～500 人/回
※「ふれあい市」をはじめとするイベント等の開催も検討。
建物外入口部分及び駐車場スペースを有効活用し開催。定期的な地域産物を中心とした三豊産直
市。地域生産者・JA・漁協等とも連携、福祉生協かがわの集荷機能も生かした品揃えで差別化。
販売管理を障害者就労支援として運営。

・.コミュニティスペース
・アウトドアスペース
・運動場スペース

※地元活用状況による
20～50 人/日
※ 地元との活用協議

４．地域との連携
三豊地域の諸団体との連携を図ることで
「みとよ共栄圏システム（仮称） ※別紙参照」を構築
・地域（地元 6 次産業）との連携
・ふるさと会及び都市との交流
・地方自治体・地元住民との連携
・障害者集配システム（福祉生協かがわ）
・障害者就労支援事業（IT 活用）

①

地域福祉団体との連携
・三豊市障害者関係施設・団体
三豊市在住の障害者・施設の方々は、当法人会員の方も多く、また、当
法人事業活動（居宅介護等）及び福祉生協利用など関係も従来より深く、
イベントや提携事業など、福祉に関する活動の協同を目指します。
・香川県肢体不自由児者と父母の会（歴代会長が当法人会員）とは長年の
協力関係があり、近隣（善通寺・観音寺）には支部（親の会）があるが、
三豊市にはないため、三豊在住の方は近隣支部に加入して活動している
現状です。三豊市支部の設立・活動をサポートします。
・三豊市身体障害者協会とも連携した活動を行ないたい。
（観音寺市身体障
害者協会は、会長が当法人会員であり、協力関係がある）
・高齢者福祉関連団体との連携も密にし、地域福祉の向上に向けて共に歩
んでいきます。

②

三豊市内各種団体等との交流
当法人会員及び福祉生協かがわ（組合員・取引生産者）など協力者が多数
居住し、様々な交流があり、施設を中心とした交流の広がりや支援が期待
できます。また、JA 香川県中央会とも米食普及活動やマイクロ波乾燥事
業などでの協力関係もあり、三豊地域での農業生産者との関係の構築を図
っていきます。
三豊地域での連携団体 ※実績
ちちぶの会・仁尾漁協・波打八幡清掃活動・七宝山里山活動・大地と語
り合う会・らんずガーデン・商工会・経営者団体・特定郵便局長会・西
讃サッカー協会・三豊市ふるさと会

５．最後に
地域コミュニティの核として、小学校は様々な役割を果たしてきました。
その貸与を受けることは、その歴史を継承することと考えています。
施設全体を地域の共有資産と位置づけたその運営は、当法人の西讃地域の理
事・会員からなる地域評議会が中心となって、地域の方々とご一緒に相談しな
がら行ないたいと思っています。地域団体等の方々の参加もご参加いただけれ
ばと願っています。
地域との連携イベントをはじめ、地域団体・福祉団体等への提供（会議・イベ
ント・地域行事等）など、また、アウトドアスペースも、スポーツ・軽スポー
ツなど、地域の子供たちや高齢者、そして障害者団体等が有効に活用できる利
用方法を模索していきたいと願っています。
さらに、災害時の防災拠点としても、地域でご活用いただければ幸いです。
そのほかの検討事業
三豊市・市内諸団体・企業・団体と協議しながら、以下についても実現
を図ります。
受付代行業務

光ファイバーを利用した子どもたちの安心を障害者が
見守ります。
… …資料参照
コールセンター TV 電話による高齢者の安否確認・話し相手などの高齢
者の安心を図ります。
… …資料参照
IT 関連事業
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受注発送品(福祉生協提携）の梱包発送
三豊地域の生産者との連携を目指します。
参考：http://dp00009210.shop-pro.jp … …資料参照
地域ﾈｯﾄﾜｰｸ事業（生活協同組合福祉生協かがわ連携）
地域の生産者と消費者を障害者が核となって応援し、
生きがいと自立を目指します。
集荷・仕分・配送等の業務
… …資料参照
＜参考資料＞
・活用フロー
・活用検討図面
・物産市 みとよ共栄圏システム
・NPO 法人明日に架ける橋ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
参考 URL http://tatara-net.com
・福祉生協かがわﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
参考 URL http://wwwc.pikara.ne.jp/circus
・既存各種事業パンフレット
・活動状況ビデオ 福祉生協かがわ受託業務
及び NPO 法人明日に架ける橋受託受付代行業務

