
いつも「IBUKI Style」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
素敵なメッセージもいただき、とても嬉しく励みになります。

ご質問いただいておりました、納期の件ですが、最短で明日発送が可能ですが、招き猫マドレーヌの賞味期限が2週間と短いため、
〇18日に発送し、19日もしくは20日到着とさせていただこうと思っております。

また、プレゼントにご利用いただけるとのことで質問させてください。
ご注文のうち、贈りものとしてご利用されるものと、ご自身でご利用されるものがございますか？
また、全て贈り物の場合、ひとつのお箱にお入れすることもできますがいかがいたしましょうか。
お好みに合わせて詰めさせていただきます。

ご連絡お待ちしております。
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社会福祉法人いぶき福祉会
2019年度 年次報告書
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社会福祉法人いぶき福祉会
住　所：〒502-0907 岐阜市島新町５番９号
T E L ：（058）233-7445　FAX： （058）232-9140
メール： ibuki.m@ibuki-komado.com
ホームページ： http://www.ibuki-komado.com/

41.お出掛け先で、水分補給中です
42.音楽療法、マイクを向けられ照れ笑い
43.チューリップアートに参加して
44.森さんに歌を歌ってもらって嬉しい松原さん
45.恐竜の前で　はいチーズ♪

46.一歩ずつ歩く練習がんばっています
47.春日の茶畑にて。実習生さんも一緒に
48.お昼休み、絵本を見ながら手をつないでます
49.クルミを砕いて染料に！
50.長良公園にお散歩にいきました

51.おいしい玉ねぎがたくさん採れました！
52.大好きな音楽療法の先生と
53.成人式おめでとう！
54.コラボ農園で里芋掘り
55.ながら号に乗って出発！

56.散歩先でちょっと一息
57.短冊に願い事をかきました
58.大好きな絵本を読んでもらっています
59.父の日のプレゼントにフェルトの小物をつくりました
60.いぶきの法人が始まって以来ずっと一緒のおふたり

21.スイーツづくり、おいしくできました！
22.大好きなお茶の袋詰めのお仕事
23.今年も自然栽培のおいしいお米つくるぞ！
24.スッキリ！美容師さんがヘアカットに来てくれます！
25.草木染用に桑の実を採っています

26.たのしい外出
27.年末恒例おもちつき
28.関牛乳さんにケースの返却。牛の像の前です
29.仕事の頑張りをお互いにインタビュー
30.きれいに染まったね

31.自家製いちごミルクおいしい！
32.2020年度初選挙管理委員会
33.今日もきれいに染まりました
34.なつまつりの太鼓、楽しいな
35.納品の帰りに、寄り道してお花見

36.入社式後のひとコマ、ゆっくり仲良くなろうね
37.お昼休み、ご機嫌で職員に手を伸ばして「あそぼうよー」
38.楽しく仕事しています
39.最後の水切りは力を合わせて
40.染めの合間にひと休み！
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1.還暦のとっておきスマイル
2.有名たこ焼き店の作り方を見本にしてます
3.行けて良かったね、積立旅行でディズニーシー
4.たのしい散歩の時間
5.お誕生日会ショートケーキをぱくり

6.紙漉きの仕事　真剣に水入れ
7.桜並木をみんなで散歩
8.クッキングでかき氷づくり
9.帰りの打ち合わせ　一日の終わりをベルでお知らせ
10.おいしく焼けました

11.自分のペースでゆっくりと
12.ふたりで手紙を作成中！
13.サツマイモ掘り、みんなでできましたー!
14.頂いた関牛乳で招き猫マドレーヌプディング♪
15.仲良しのお二人。とっても素敵な笑顔です

16.農業には休憩時間も大事です
17.ビートルズの壁画前で
18.リンゴ狩り、大きくておいしそうなのとれたよ
19.仲良しなんです
20.ねこの約束へみんなで納品



どんな障害の重い人も生き生きと安心して暮らせる地
域にしたい……。 
障害のある人、わが子の将来を思う親のそんな願い
に、学校の先生や地域の方々はじめたくさんの方が
次 と々活動に参加して生まれた小さな作業所が「いぶ
き」の始まりです。
1994年7月に岐阜市で初めての障害福祉分野の社
会福祉法人として認可。翌1995年4月に岐阜市島新

町に障害者通所授産施設「いぶき」を開所。1999年
にはいぶきに続く拠点となる「第二いぶき」、2011年
には夜勤対応・ショートステイ併設のグループホーム
「パストラルいぶき」、2019年にはパストラルいぶき新
棟を開設しました。５度の施設建設では延べ２万人以
上の市民から２億円を超える寄付をいただきました。
現在、日中活動および地域生活支援7事業（15事業
所）を実施。171名が通所し、48名が生活しています。
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ごあいさつ いぶき福祉会とは
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いぶき福祉会が誕生して25年がたちました。
私たちが願う「どんな重い障害のある人も、安心して豊かに暮
らせる地域」の実現にはまだまだ道半ばです。その一方で、地
域には多様な人がいて、ひとりひとりの存在を認め合いながら、
少しずつでもその生きづらさをなくしていくことに目をむけ、心を
寄せる人が増えてきているのではないかと感じています。
一年前には想像もしなかった新型コロナ禍で大きな不安にさら
される中でも、たくさんの方からご心配やお気遣いをいただき、
あらためて人の繋がりのありがたさをかみしめているところです。
そして、困難な状態にあっても安心していられる社会であること
を静かに伝えることも、私たちの大きな役割だと思っています。
障害のある人を支える立場から、そんな安心と寛容さの灯火を
消さないよう、これからも丁寧に取り組み続けていきたいと思っ
ております。より多くの方 と々共感と協働を創りつづけるために
も、いまいちど私どもの活動の成果を丁寧にお伝えしたく、四
半世紀の節目に、いぶき福祉会の年次報告書「夢よもっとひろ
がれ」を刊行することにいたしました。
これがまた、さらに多くの人たちの安心と希望につながることを
祈念しております。

障害福祉サービス事業 

●利用者数 通所171名
　 グループホーム48名

基本理念

労働を通して
障害のある方の発達を
保障していきます。

障害のある方の
権利保障を

追及していきます。

生活体験を広げ、
人間らしく豊かな生活を

目指します。

事業内容

就労継続支援A型・B型
１カ所 定員40名

生活介護
６カ所 定員120名

放課後等デイサービス
１カ所定員10名

共同生活援助
３カ所 定員48名

計画相談支援
１カ所

短期入所
２カ所 定員６名

居宅介護
１カ所

（2020年4月現在）

2020年7月吉日

どんな障害のある方も、生き生きと暮らしていける地域社会の実現を目指し、
障害のある方自身とその家族、職員、地域の人々が、力を合わせて活動していきます。
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パストラルいぶき第２期プロジェクト

居室は全室南向きの６畳両開きの扉が開放的な玄関 福祉避難所にもなる防災拠点スペース ご支援いただいた方のお名前を記載したボード

件　数：1,935名
支援金：24,732,137円
達成率：１２３．７%
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0
597,000
1,682,000
3,461,000
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6,326,000
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7,497,931
10,384,340
16,248,068
17,020,248
17,894,117
18,406,137

341
633
983
1,363
1,683
1,883
1,928
1,935

3,549,908
6,001,484
9,179,931
13,845,340
21,567,068
23,263,248
24,220,117
24,732,137

２０１９年７月からの活動まとめ

ご支援の
総数

ご支援の
推移

映画
上映会 場所： いぶき・第二いぶき・北部コミュニティーセンター・メディアコスモス・ワークプラザ・

 ハートフルスクエアーＧ・美山中央公民館・鳳建設ふれあいホール・関市文化会館

「星に語りて」映画会　計15回　延べ来場者数約 600名

販売会 ・コープぎふ芥見店夏祭り
・中日新聞花火大会
・岐阜新聞花火大会
・コープぎふ長良店夏祭り
・リバーポートパーク美濃加茂
・コープにてかき氷販売
・暮らしのひだまり市
・ふれあい福祉マーケット

・三輪北夏祭り
・岐阜盲学校オープンキャンパス
・FC岐阜ホーム戦スタジアム
・コープぎふ西支所納涼祭
・飛騨の家具フェスティバル
・ハートフルスマイルコンサート
・クラフトフェア
・善光寺まるけ

・陶器バザー
・しぜんの色 いろいろ展
・かがやき秋まつり
・長良特別支援学校ふれあいの日
・きょうされん全国大会in愛知
・農業フェスティバル
・おしごと楽市楽座バザー

出店回数 38回

学習会
・寄付学習会　・街頭募金活動(2回)　・この4ヶ月間の対話をいぶきの未来につなげる会
・親亡きあとのことを考える親あるあいだ準備講座　・おしゃべり会など多数

社会福祉法人 いぶき福祉会
専務理事　北川 雄史

期　間 クラウドファンディング累計 合　計お振込等累計件 数

● お振込み、手渡しなど
　1,291名 　18,406,137円

● クラウドファンディング
　   644名　 　6,326,000円

西側からの外観、平屋部分が防災拠点

Annual Report 2019パストラルいぶき第２期プロジェクト特集

このたびは、パストラルいぶき第2期事業（新棟開設）にひとかたならぬご支援を賜り
誠にありがとうございました。
今回開設した新棟は、私たちにとって12年越しの念願でもありました。
障害の重い人も暮らせるグループホームの新しい形として当初定員30名（6名×5棟）と
して計画されながら、諸事情で18名からスタート。早期の2期実現を願いつつも、その
後の福祉予算削減の波と求人難などにより願いは遠のくばかり。一度はあきらめかけ
たこともありました。それでもやめるわけにはいかなかったのは、入居を願う方々の切
実な思いがあったからでした。
同時に今回の寄付集めの中で私たちが心に期したことは、生きづらさを感じる人たち
が増えていく社会で「誰もが安心と希望をもって暮らせる寛容な社会づくり」の灯火で
ありつづけること。そんな協働の輪を広げたいと願った活動でした。
結果として、1,935名の方から24,732,137円の寄付をいただきました。
お名前を伺えなかった方も含めると、ご支援いただいた方の数はその数倍だと思いま
す。ご厚意ひとつひとつに勇気をいただきました。心よりお礼を申し上げます。そして、
もし皆様に元気と温もりをお届けできていたとしたら、何よりの幸いと存じます。
これからも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼のことば

建物の概要

岐阜市出屋敷（岐阜ファミリーパーク北２㎞）
いぶき福祉会第二いぶき・パストラルいぶきに近接

総事業費
資金内訳

1億3,000万円
補  助  金／7,123万円
自己資金／5,877万円

定員10名のグループホームとショートステイ２室、
障害者等の緊急受入れ先である防災拠点（避難スペース）を
そなえた木造一部２階建て 515㎡

至 関

至 山県

至 岐阜

至 美濃

関広見ＩＣ

Ｒ418

Ｒ
59

Ｒ93

Ｒ
94

●岐阜ファミリー
　パーク

P
第二いぶき

パストラル
いぶき

パストラルいぶき
新棟

所在地

建設費

A B C

D



 山中 パストラルで暮らして何年ですか？
 高瀬・原 8年です。
 山中 原さんはなぜパストラルに入ったんですか？

 原 私は親離れをするために入りました。（今は）お父さん、お母さんが年をとっているから心配です。

 山中 もう、自分のことより、お父さん、お母さんの方が心配ですよね。
  帰省したらぜひ親孝行してくださいね。

 山中 お休みの日は何をしていますか？
 原 岐阜ヘルパーさん（移動支援）とマーサでボーリング３ゲームです。
　  （ホームでは）自然がいっぱいでトマトを育ててます。
 高瀬 ジャスコ。お買い物行ってます。
 山中 高瀬さんは買い物は誰かと一緒ですか？
 高瀬 お母さんです。
 山中 高瀬さんお母さんの荷物をいつも持って
　  くれてますね。お母さん喜んでますよ。
 高瀬 はい！
 山中 もうひとつパストラルができますね。
 高瀬 4月（から）です。

 原 私は今のパストラルと新しいパストラルを
　  つなぐ渡り廊下がほしいです。
 山中 新しいパストラルには避難所もできますね。
 原 小学校、中学校の公民館が避難所になっています。
  でもみんなそこに行けない。
  だから、パストラルに避難所ができてよかったです。

 山中 改めてパストラルの暮らしは楽しいですか？
 高瀬・原 はい！
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この4ヶ月間の対話を
いぶきの未来につなげる会

寄付集めの活動も終盤に差し掛かった2019年
10月22日にハートフルスクエアーG大会議室に
て「この4ヶ月間の対話をいぶきの未来につな
げる会」を開きました。パストラルいぶき第2期
建設のために、2,000万円の寄付を集めるとい
う目標を掲げ、活動してきた仲間・保護者・職
員・そしていぶき福祉会を支えてくださる多くの
方 と々ともに、この4ヶ月間を振り返り、挑戦して
きた数々のエピソードを共有、共感しました。

パストラルいぶきで暮らす仲間にインタビュー
聞き手：山中（相談支援専門員）

川島豊康の母です。8年前にパストラルに入れていただいて、今こういう生活ができ
るのは本当にありがたいことで、（夕方の）この時間にひとりで外出できるなんて夢
のようなことです。重度のお子さんを持っている方は、見てもらう方がいなければ
ずっと一緒で、買い物ひとつでも本当に大変で、親はみなさん一所懸命頑張ってい
ます。今回の寄付活動は、はじめ私はクラウドファンディングって何？という状態で、
QRコード読み込みログインするまで30分以上かかりました。そして、拡散するため
知人に声をかけたりしました。効果はわかりませんが、私たちがこういう思いでやっ
ていることを多くの人に知っていただくことが大事だと思います。
これからもひとつでも多くのグループホームができるといいと思っています。いぶき
に頑張ってほしいです。親も頑張ります。

コープ組合員理事をしています堀部といいます。いぶきとは15年前にエリア委
員会に参加してからのおつきあいです。2年前に、コープでやっているおしゃべ
り会という活動をいぶきの皆さんと一緒にやって、職員の方といろいろなお話
をしてぐっと距離が近づいたなと感じました。それからは、いぶきを見学したり、
組合員にいぶきを紹介したりしました。そして、コミュニティガーデンという、地
域の皆さんが活動できる場所づくりを一緒にしました。パストラルいぶきは防
災の受け入れ施設があるということで、全国で起こっている災害に対して備えて
すばらしい取組みだと思います。いぶきの目指している「障害のあるひともない
ひとも誰もが安心して暮らすことのできる地域」づくりをこれからも一緒に進め
ていきたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。

いぶきの岡といいます。入社7年目になります。今回は私にとって初めての寄付活
動で誰にどうやってお願いしていいかわからず不安でいっぱいでした。そんな時に
先輩からアドバイスをいただき、私にできることとして考えたのが、参加費に寄付
金をプラスしたチャリティー飲み会でした。おいしいものを食べることが好きな私
にとって楽しく活動して寄付を集めることができて一石二鳥でした。いぶき以外の
方も含め総勢26名の方に参加していただき、いぶきが大切にしている網目のつな
がりを感じながら楽しいひと時を過ごしました。続いて、いぶきの研修会の時に
チャリティーランチを開きました。来てくれたみなさんも参加することによって楽し
く寄付につながることを喜んでくださいました。私にとっての寄付活動は、つらく
苦しいものではなく、楽しい思い出のほうが多かったです。

ともに安心できる地域づくりを。

チャリティー飲み会で楽しく寄付活動。

ひとつでも多くのグループホームを！

Annual Report 2019パストラルいぶき第２期プロジェクト特集

仲間の声 職員の声

支援者の声

保護者の声
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生活を支えるというと、移動や食事やトイレなどをきち
んと支援することを想像されるかもしれません。いぶき
には自分の思いを言葉で伝えることは難しい仲間たち
もたくさんいます。でも自分の思いは、細かな表情や
視線、ときには体の緊張でも表現することができるも
のです。眉毛の動くその時に「～だった？」と問いかけ
てみたり、前後の様子から考えてみたりみたりして、私
たちはひとりひとりと一緒に気持ちを探していきます。
そんな関係の積み重ねで、本人の「やりたい」という気

持ちがふくらんで、いぶきでの生活が
より楽しく感じられるようになったりします。それはまる
でゲームでレベルが上がり、魔法を覚えるような感じで
す。みんなうれしくてその魔法をいっぱい使いますが
劇的に使える時も、あれ？という時もあります。でもな
んだか楽しいのです。おたがい気持ちがわかると、い
つもと同じ場面でも違う喜びが加わりとても楽しいも
のになります。

自分のやりたい暮らし（それはグループホームとは限りませ
ん）を実現できるようにするために、「いぶき寄り添いひろが
るプロジェクト」をはじめました。これから10年の長期計画
で、障害のある人の意思決定支援、物理的・経済的な環境
整備、家族との対話、地域との協働、相談支援体制の強化
などに取り組みます。パストラルいぶき新棟によって10名の
新しい暮らしの場と、2室（既存と合わせると4室）のショート
ステイ、福祉避難所になる防災拠点が生まれました。

● グループホーム　● ショートステイ　● ホームヘルプ　● 相談支援

おいしい空気を胸いっぱい吸い込んだり、楽しくおしゃべりしたり、好きなところにで
かけてみたりすることが、自分だけでは難しい仲間たちもいます。だから私たちは、
ひとりひとりの願いに丁寧に寄り添いながら、安心できる居場所や支えてくれる人が
いる暮らしをともに作ります。

紙すきの仕事では、重症心身障害の仲間たちが渾身
の力を振り絞ってミキサーのスイッチを押しています。
押し切るまで数分かかることがありますが、息が止まる
ようなその時間を、他の仲間たちが一緒に気持ちを込
めるように見守ります。できあがるコースターは1日2
枚。最高にプレミアムな一品です。
収穫してきた野菜を運んでくれる仲間もいます。はじめ
は大好きな職員と仲間のために運んでいましたが、家
族にもお客様にもと届けたい人が増える中で、野菜運

びが何よりのやりがいと誇りとなっていきました。
製菓の受注や受託加工で大切にしているのは、任せて
頂いた信頼を裏切らないように、質も量も期待以上の
仕事をすることです。納期間近の緊張感みなぎる仲間
の表情は職人そのものです。仲間のやりたい&できる
に合わせて多様な仕事に取り組むいぶきには、仲間の
生きる力とおおらかな笑顔が満ち溢れています。

●  岐阜県美術館リニューアルオープンに向けた
　  共同開発商品『スパイダーズレッグ』（かりんとう）
●  小町酒造清酒「長良川」の酒粕を使った
 　 招き猫マドレーヌ『長良川マドレーヌ』
●  JAめぐみの共同商品開発
●  ベッカライフジムラのプレミアムジャム
●  岐阜県産業経済振興センターでの置き菓子事業

日中活動の利用者は学齢児を含めて171名になりま
した。生産活動は、製菓（かりんとう、マドレーヌ、ポン
菓子、ジャム、乾燥）、農業（茶、米、野菜）、クラフト（草
木染め、フェルト、紙すき、はりこ）など幅広く、3,520
万円の収入があり、全利用者の平均工賃は14,850
円でした。療育、アート、余暇活動などにも積極的に
取り組みました。

● 生活介護　● 就労継続支援Ａ型・Ｂ型　● 放課後等デイサービス

工房でモノづくりをしたり、楽しく表現したり、畑仕事や販売まで、ここにはいろんな
活動があります。役割があり、ともに取り組む仲間がいて、安心して自分の気持ちを
出せる居場所があります。社会の一員としての誇りを感じ、障害年金と合わせれば暮
らしていけるだけの給料の実現も目指します。

トピックス こんな1年でした

魔法をいっぱい使う場所 ひとりじゃないよ

● パストラルいぶき新棟の建設

● 暮らしを考えるなかまの座談会

● 親亡きあとのことを考える親あるあいだ準備講座

● 障害のある人の意思決定支援セミナー

● いぶき寄り添いひろがるプロジェクト

● 相談支援体制強化の準備

トピックス こんな1年でした

いのちと生活を支える。

なかまのすがた
なかまのすがた

思いを育み、役割を作る。
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日　時 2019年12月22日（日）
会　場 モレラ岐阜 2F 大会議室
参加者 小学3年生～中学3年生 52名
主　催 社会福祉法人いぶき福祉会
後　援 岐阜市教育委員会・本巣市教育委員会・
 北方町教育委員会
協　力 ミニフューチャーシティ実行委員会
 （合同会社こどもみらい探求社、
 株式会社GOCCO.）、モレラ岐阜

日　時 2019年７月12日（金）、10月31日（木）、
　　　　11月4日（月祝）
会　場 ゆめひろ共同作業所(日光町)
参加者 延べ48名
主　催 社会福祉法人いぶき福祉会
講　師 スマイルプラス代表 木村智子さん、
 まちつくりびと 千葉順子さん
協　賛 コープ共済地域ささえあい助成

ミナモのまちづくりラボ

いぶきコミュニティーガーデン

いぶきの活動事業報告

地道に続けてきたつながりづくりの取組みなくして、パストラルいぶき第２期の実現は
なかったと改めて実感しています。法人設立以前から続くいぶきまつりは28回をかぞ
え、FC岐阜にプレゼントした招き猫マドレーヌは1万個を超えました。JR岐阜駅のねこ
の約束は10年目に入ります。いぶきファミリーには新しく302名、3団体が賛助会員に
なってくださりました。そのすべてがいぶきの網の目を織り成しています。

● いぶきファミリー　● ねこの約束　● 各種プロジェクト

いぶきは新しいモノやコトや場を次 と々生み出しています。そこは人と人が出会う場
所でもあります。障害のある人とない人の壁を薄めたり、新しい協働が生まれたり、
ただ楽しくてもっと繋がりたいと思える場です。多様な役割を担いあえる多様な人の
集まりはとても寛容で、新しい価値はそんな場所から生まれます。

●  第28回いぶきふれあいまつり&第20回第二いぶきなつまつり
●  いぶきコミュニティガーデンプロジェクト（コープ共済地域ささえあい助成事業）
●  映画「星に語りて」上映会（きょうされん岐阜支部）
●  コープ岐阜おしゃべりカフェinいぶき
●  FC岐阜招き猫マドレーヌ贈呈式。ホーム全試合で、招き猫マドレーヌのプレゼント。
●  しぜんのいろ いろいろ展
●  岐阜で暮らし働きたくなる福祉の仕事魅力発信事業（福祉×移住）
●  ミニフューチャーシティプログラム「ミナモのまちづくりラボ」（福祉×Fab×IoT）

トピックス

こんな1年でした

リポート①

リポート②

3そのいぶ
きの活動

つながり、価値を創る。

大きな会議室をいっぱいに使って開催した「ミナモのま
ちづくりラボ」は、子どもたちだけでひとつの街を作り
出すワークショップです。プログラムにはIT技術と子ど
もの力を引き出すコツがふんだんに盛り込まれていま
す。いぶきの放課後等デイサービスの仲間も参加しま
した。はじめは不安で他の子ともうまく話せなかったの
ですが、やがて自分で考えてゲーム屋さんに「転職」
し、レジを任されたのをきっかけにどんどん前向きに

なって最後は店長になっていました。自分から「がんば
ろう」と声をかけながら協力して取り組む姿は生き生き
としていました。仲間意識ができて楽しむ彼とチームの
メンバーの姿は、困難に遭ってもみんなで乗り越えて
生き生きと過ごしていける地域の姿と重なり、とても意
義深い取り組みとなりました。

２軒続きの住宅を活用しているゆめひろ共同作業所
（日光町）には広い前庭があります。その一角を利用し
て、地域の方と一緒に活動したり、気軽に立ち寄っても
らえるような花壇づくりに取り組みました。
全国でコミュニティガーデン作りをコーディネートされ
ている木村さんと千葉さんから、植物のこと、動物のこ
と、地球を守る第一歩となることたくさんのことを教え
ていただき、お庭の計画を立てて、地域の方やコープぎ
ふ、いぶきの職員や仲間も一緒に和気あいあい楽しく

お庭づくりをしました。たくさん動いた後はいぶきの野
菜やお米でつくった豚汁をおいしくいただきました。初
めて出会う方も多かったですが、おしゃべりをみんなと
楽しみ、なんだかほっとできるつながりが広がっていく
のを感じました。南向きの縁側の前に花壇がひろがる
素敵な憩いの場所ができました。今後もワークショップ
を継続していきます。



就労支援事業収益 
自主製品や仕入商品の売上が計上
されています。かりんとうをはじめ、
従来の販売先で売上が減少。新しい
販路が必要になっています。

計画相談支援給付費収益
相談支援事業の収益です。常勤2人
を雇用するには、更なる財源確保が
必要となっています。

利用者負担収益
利用者にご負担いただいた通所の
給食費やグループホームの家賃・光
熱水費などです。

経常経費寄附金収益
パストラルいぶきD棟建設寄付が含
まれています。

人件費 
人件費率は70％です。社会福祉法人で
は60～70％が目安とされています。

就労支援事業費用 
製品・商品の材料費や消耗品費、利
用者工賃等が含まれています。就労
支援事業増減差額は-3,642,375円
です。

国庫補助金等特別積立金取崩額 
国等の建設補助金等を減価償却の
方法で毎年取り崩しています。社会
福祉法人特有の会計処理です。

その他のサービス活動外収益 
実習謝礼や職員の給食費等が含ま
れています。

施設整備等補助金収益
パストラルいぶきD棟建設補助金。

施設整備等寄附金収益 
パストラルいぶきD棟建設寄付及び
将来の施設整備のための寄付等が
含まれています。いぶきファミリーの
賛助会費の一部も当法人に寄付い
ただいています。

その他の積立金取崩額
パストラルいぶきD棟建設のために
これまでいただいた寄付等の積立
金を取り崩しました。

その他の積立金積立額 
将来の施設整備及びグループホーム
の修繕のために積み立てました。

当期活動増減差額
基本金を組み入れましたので、マイナ
スとなりました。

利用者工賃 
法人全体の利用者平均工賃（給料）
は月額14,850円です。障害年金1級
受給者の場合、当法人が目指してい
る所得をほぼ保障できていますが、
障害年金2級受給者の場合、およそ
2万円届きません。

12 13

2019年度財務報告
35,198,253

643,529,078

7,021,729

35,652,487

6,181,430

684,908,761

485,649,901

74,782,307

75,603,064

38,840,628

26,374,811

34,689,354

▲ 14,131,987

695,433,267

▲ 10,524,506

6,077

9,572,688

9,578,765

521,180

0

521,180

9,057,585

▲ 1,466,921

71,230,000

49,529,632

0

120,759,632

89,872,612

10,141

71,230,000

699,540

161,812,293

▲ 41,052,661

▲ 42,519,582

240,564,518

198,044,936

0

47,500,000

17,352,220

228,192,716

39,172,073

639,325,789

5,895,659

34,391,361

967,259

679,465,121

452,387,602

65,805,082

79,598,542

42,834,003

24,447,032

33,695,060

▲ 15,409,204

658,911,085

20,554,036

209,453

9,504,356

9,713,809

587,963

231,585

819,548

8,894,261

29,448,297

0

10,500,000

40,000

10,540,000

0

2

0

344,845

344,847

10,195,153

39,643,450

219,446,875

259,090,325

0

0

18,525,807

240,564,518

▲ 3,973,820

4,203,289

1,126,070

1,261,126

5,214,171

5,443,640

33,262,299

8,977,225

▲ 3,995,478

▲ 3,993,375

1,927,779

994,294

1,277,217

36,522,182

▲ 31,078,542

▲ 203,376

68,332

▲ 135,044

▲ 66,783

▲ 231,585

▲ 298,368

163,324

▲ 30,915,218

71,230,000

39,029,632

▲ 40,000

110,219,632

89,872,612

10,139

71,230,000

354,695

161,467,446

▲ 51,247,814

▲ 82,163,032

21,117,643

▲ 61,045,389

0

47,500,000

▲ 1,173,587

▲ 12,371,802

※紙面の都合上こちらには掲載できませんでしたが、
貸借対照表・資金収支計算書・財産目録は、当法人
のWEBサイト（https://ibuki-komado.com/about）
に開示しております。あわせてご覧くださいませ。

  就労支援事業収益

  障害福祉サービス等事業収益

  　うち　計画相談支援給付費収益

  　　　　利用者負担収益

  経常経費寄附金収益

  サービス活動収益計(1)

  人件費

  事業費

  事務費

  就労支援事業費用

  　うち　利用者工賃

  減価償却費

  国庫補助金等特別積立金取崩額

  サービス活動費用計(2)

 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

  受取利息配当金収益

  その他のサービス活動外収益

  サービス活動外収益計(4)

  支払利息

  その他のサービス活動外費用

  サービス活動外費用計(5)

 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

　経常増減差額(7)=(3)+(6)

  施設整備等補助金収益

  施設整備等寄附金収益

  固定資産売却益

  特別収益計(8)

  基本金組入額

  固定資産売却損・処分損

  国庫補助金等特別積立金積立額

  その他の特別損失

  特別費用計(9)

 特別増減差額(10)=(8)-(9)

　当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

 前期繰越活動増減差額(12)

 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

 基本金取崩額(14)

 その他の積立金取崩額(15)

 その他の積立金積立額(16)

 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

サ
ー
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ス
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の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
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越
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額
の
部

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているも
のと認めます。又、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損
益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。
2020年5月25日 監事　早野 幸広　　監事　大橋 泰子

勘定科目

収益

収益

収益

費用

費用

費用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
（単位：円）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

オリジナル商品の数

31品
商品の売上金額
（法人全体）

35,198
千円

利用者平均給料
（月額）

14,850
円

40

寄付金額
（法人全体）

55,711
千円

仕事の
パートナー数

メルマガ
登録者数

1,738人

賛助会員数

1,039人

数字で見るいぶき
2019年度のいぶきの活動を象徴する数字を集めました。

2019年度末



● いぶきが取り組むモノづくりは
　 ①人のつながりを築くこと
　 ②仲間が自己実現と社会的役割を果たすこと
　 ③障害のある人の営みから社会を変える活動の発信
　 ④地域で安心して暮らせるための所得保障
　 につながっています。
　 所得保障については、給料と障害年金をあわせ
　て10万円をひとつの目標にしています。
● ECサイト「IBUKI-STYLE」をさらに充実させ、
　たくさんの方にお届けできるようにします。
● クラウドファンディングを活用した販売、百々染
　 のリニューアルなどに取り組みます。
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2020年度の取り組み
いぶきを応援

● 4月からはパストラルいぶき新棟での暮らしも始
まりました。8月からはショートステイも本格的に
稼働します。そんな暮らしがもっとひろがるように、
「いぶき寄り添いひろがるプロジェクト」をさらに
進める一年になります。

● 仲間が自分の暮らしを自分で決めること。その相
談に丁寧によりそえる相談支援員を１名増員する
こと。暮らしをイメージできるように、見学にいった
り、仲間同士話し合ってみる活動も進めます。

● リニューアルしたHP「いぶきの小窓」に、日々の様々
な活動の様子をお伝えするブログがあります。仲間
の様子や新商品、イベントニュースなどをさらにお伝
えしていきます。

● いぶきのつながりをミエル化した
　『IBUKI HAPPY-HAPPY PARTNERSHIP MAP』を
　より充実させていきます。

● 『HAPPY-HAPPY PROJECT』として、地域の企業と協
働で「寄付つき商品」を開発し、地域の皆様が買い物
で社会貢献に参加できるしくみをつくります。寄付を
通じて、みんなが幸せを感じることができる地域づく
りに取り組みます。

● いぶきコミュニティガーデンを今年も継続します。季
節ごとのお庭づくりを通じて地域の方 と々おしゃべり
の花を咲かせて新たなつながりを広げていきたいと
思います。

いぶきが開所して25年を迎えます。大きなイベントではなく、節目を機
に、いぶきの未来を語り合う小さな対話の場をたくさん作っていきます。

インターネットを通じて知ることから
▶SNSで活動の様子やイベント情報を発信しています

ねこの約束・百々染・りすのほっぺ・あかね・つむぎアート・ムスカリ

ねこの約束・百々染・IBUKI FARM・いぶきガーデン・りすのほっぺ・紙の縁・IBUKI Style Likers

ともにプロジェクトをつくる ▶ともに進めることで新しい価値が地域に広がります。

時間を共にすることや、ご自身の
特技など、あなたのできることをお
持ちよりください。

① 一緒に商品開発をする

例） ふれあい福祉マーケット、
　　 ミニフューチャーシティー

② 御社の商品売り上げの
　一部を寄付する取組み

▶これまでの取り組み
・大地のかりんとう　・関牛乳ミルクジャム
・あゆかりん（長良川温泉若女将会）
・スパイダーズレッグ（岐阜県美術館）

障害のある人も、
誰もが幸せを感じ
られる地域づくり
にご参加いただけ
ます。

『HAPPY-HAPPY PROJECT』

法人のみなさまへ個人、団体の方へ

③ 一緒にイベントを開催する

御社のモノづくり・コトづくりで社会
貢献をしませんか？

お買い物をして応援する ▶お買い物でモノ・コト・場づくりを支援できます。

店舗やインターネットでいぶきの物語がぎっしり詰まった商品をお買い求めいただけます。

https://ibukistyle.com/ネットショップ店　舗 ねこの約束（JR岐阜駅アクティブG2F） イブキスタイル

① 都度寄付

振込口座　00840‐3‐91146 いぶきファミリー

② 月 5々00円からのマンスリーサポーター

https://deco-boco.jp/projects/view/12

お金で支援する ▶資金でプロジェクトが進みます。

いぶき福祉会の基本理念を尊重し、その活動に対する理解と共感と
協力の輪を広げながら、いぶき福祉会が地域でかけがえのない存
在として、その役割をはたせるように、経験・つながり・財政などにお
いて支えることを目的として活動しています。

いぶきファミリー
個人…2,000円
団体…10,000円

【賛助会費】 

郵便振込用紙に必要事項をご記入の上、
ご送金ください。

障害のある人にとことん寄り添うための、
継続的な支援の仕組みです。

・ 仲間の仕事や生活をサポート
　(農業や委託加工のお手伝いなど)
・バザー、イベント、まつりの際の運営
・音楽・絵画・遊びの講師など

あ
な
た
の
興
味
が

世
の
中
の
関
心
を

呼
び
起
こ
し
ま
す
。

いのちと生活を支える。 思いを育み、役割を作る。

3そのいぶ
きの活動

そのいぶ
きの活動 21 そのいぶ

きの活動

つながり、価値を創る。

ibuki

H
A
PP

Y-
HAPPY PROJEC

T

いいね！

ボランティアをする
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いぶき福祉会の
25周年を

お祝い申し上げます

福祉を切り口とした調査・計画づくり・出版など

株式会社エディケーション

“どんな重い障害のある人も、安心して暮らせる地域の実現”
に向け、これからも「いぶき福祉会」のあたたかで

先駆的な取組を期待します。

https://npoaozora.org

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-7-9  浅野屋ビル５F
TEL 03-5564-5122　 FAX 03-4243-3718

E-mail：asano@ma-trust.jp　URL:https://www.ma-trust.com/

代表取締役 CEO 浅 野　真
Makoto Asano

MAtrust

MAトラスト株式会社

岡 本　篤 剛院長・歯学博士

〒662-0867 兵庫県西宮市大社町10-45

TEL.0798-61-4018

おかもと
こども矯正歯科クリニック

小児歯科・矯正歯科

GARAGE

株式会社

岐阜ガレーヂ

E-mail：qq3p8969@soleil.ocn.ne.jp
URL:http://www.hit-gifu.com/gifu-g/

本　　社／岐阜市京町2-12　 TEL058-265-0301
第二工場／岐阜市黒野南1-84 TEL058-239-3541

中部運輸局指定民間車検整備工場
中部運輸局認定特殊整備工場
各種自動車販売・損害保険代理店

建築企画・設計・監理

株式会社 エコプラン
業務内容
建築企画・設計・監理 建築企画・設計・監理 
各家庭に見合ったゆとりある住まいづくりを提案します 各家庭に見合ったゆとりある住まいづくりを提案します 

会社概要
住　所住　所 岐阜市鏡島精華２丁目４番１５-１０１

TEL：058-255-0345　FAX：058-255-0344
岐阜市鏡島精華２丁目４番１５-１０１
TEL：058-255-0345　FAX：058-255-0344

代表者
E-mail
U R L

代表者
E-mail
U R L

代表取締役　林　直見
eco@ecoplan.co.jp
http://www.ecoplan.co.jp

代表取締役　林　直見
eco@ecoplan.co.jp
http://www.ecoplan.co.jp

〒653-0812 神戸市長田区長田町1-2-4

大釜 一郎

OHGAMA DENTAL CLINIC

TEL.078-646-8035

おおがま
歯科医院

16 17

本誌発刊にあたり、ご協賛くださったみなさま

有限会社

車屋商店

TEL：058-229-1321
FAX：058-229-1325

岐阜市福富送田43-1

プロパンガス・ガス器具・米・灯油

小牧木材株式会社は、建設現場などで使用する
総合仮設材レンタルの会社です。

小牧木材株式会社

代表取締役 小牧 知宏

〒501-1162 岐阜県岐阜市西改田若宮94
TEL：058-239-1420　FAX：058-239-4754

悩まない
でまず弁護士にご相談ください

岐阜合同法律事務所 TEL058-264-3780

弁護士法人

岐阜合同法律事務所

弁護士 安藤 友人　弁護士 岡本 浩明
弁護士 鷲見 知人　弁護士 田島 朋美

おおがき事務所 TEL0584-83-3780
弁護士 大澤 愛

本社：関市武芸川町谷口1727-1　TEL.0575-46-3816
タナカヤ：関市山田字門田117-1　TEL.0575-27-3135

有限会社ジーツー
■新車・中古車販売

■各種パーツ

■車検・板金塗装　

■24hロードサービス

Total Car Service

近 島 支 店
℡ (058)231-3121

地域とと
もに コミュニティバンク

地域の方々へ食品や雑貨などを
ご自宅までお届けしております。

買物でお困りの方など、
お気軽に問い合わせください。

コープベル 0120-706-887
月～金／9：00～21：00　土／9：00～17：00

※各種宅配料割引サービスもございます。
※告知がゆるやかな保障に関心のある方もお問い合わせください。

資
料
請
求
は

こ
ち
ら
←

生活協同組合
コープぎふ（生協）です！

安全安心なスタジアムで
イベントや屋台村も開催！

チケットは、FC岐阜公式サイト「Jチケット」で
お買い求め下さい。

株式会社岐阜フットボールクラブ
TEL058-231-6811

コロナ対策を実施して試合を
開催させて頂きます。
ご来場の皆さまには、ご理解・
ご協力をお願い致します。
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制　　　作　いぶきデザイン室、 NPO法人ORGAN

協　　　力　いぶきファミリー、 合同会社めぐる、 いぶきの仲間たち

社会福祉法人いぶき福祉会

〒502-0907 岐阜市島新町５番９号

TEL：058-233-7445
本社：岐阜市茜部中島2丁目74番地の1

TEL.058-271-5766
FAX.058-274-7364

松永建設株式会社

防災
用品

消防
用品

岐阜営業所：岐阜市本郷町４－２

TEL.058-251-6070

株式会社 三陽商会

本　　　社　〒503-0852 大垣市禾森町3丁目2063番地２
　　　　　　TEL(0584)73-2228　FAX(0584)73-6538
名古屋支店　〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目19番2号
　　　　　　TEL(058)211-9710　FAX.(052)211-8720

株式会社  土屋R&C
Renewal&Construc�on

代表取締役社長 大西 良成

〒502-0827 岐阜市平和通１丁目17番地1
TEL.058-210-1192〒500-8833 岐阜市神田町1-10-2小森ビル

長良橋通り
法律事務所

弁護士法人

横山  文夫
弁護士 弁護士

今尾  大祐
弁護士
安藤  博

TEL.058-262-5644

寺澤大祐は、『いぶき福祉会』と『はじめてのNICU』を応援しています

オリジナルオーダーパソコン・ホームページ制作

ワンステップ65

岐阜市橋本町1-10-1 Tel・Fax 058-265-8909
ネットショップ/http://www.ibukistyle.com

ＪＲ岐阜駅 アクティブＧ ２F

8色の招き猫が復活しました！

＜取扱保険会社＞
生命保険 損害保険

その他、こんな事にも取り組んでます。

☆健康経営セミナー
☆岐阜市アダプトプログラム
☆婚活パーティー
☆ミマモルニュース発行（情報発信）

安心のみらいへ、
私たちがいる。

検　索mimamoru 保険

TEL(058)215-9137
FAX(058)215-9138

生命保険・損害保険の代理店です。

・アクサ生命
・ソニー生命
・日本生命

・あいおいニッセイ同和損害保険
・東京海上日動火災保険
・損保ジャパン

・オリックス生命
・三井住友あいおい生命
・東京海上日動あんしん生命

株式会社 山田建築事務所
安心安全な建物を通じて、

クライアントに幸せを届けて３５周年、ありがとうございます。

代表 山田克弘
登録番号：一級建築士事務所岐阜県知事第8496号

E-mailinfo@total-arch.co.jp 
URLhttp://total-arch.co.jp/yamada/

一級建築士184560号

建物の総合設計・監理、耐震診断、設備診断、
リニューアル診断、企画、調査、CG、CAD業務

岐阜本社、中部支社、関東支社、
関西支社、九州支社

業務内容

所 在 地

社会福祉法人

みどり福祉会

〒501－3113 岐阜市北山1丁目15番25号

TEL:058-244-1210　FAX:058-244-1213

E-Mail:sasayuri@herb.ocn.ne.jp

私たちは地域の中で必要とされる
高齢者介護・施設運営に取り組んでいます


