21.サクラ舞う季節に僕らは出会い別れまた出会う
22.一緒に歌おう♪
23.大人気のいぶきのレモン採れました
24.美味しいものをたっぷり食べた後は、
ご近所へお散歩♪
25.やすりかけできていないところはどこかな？

41.お昼休みに仲良く休憩
42.焦らずゆっくりと
43.桜の木の下で記念撮影
44.都ホテルでランチバイキング
45.鬼滅キャラになりきって節分

6.ペタペタと俵型にしています
7.一緒に水洗い
8.長良川河川敷をみんなで歩きました。風がきもちい〜！
9.お花見に行ってきたよ
10.とってもいい香り！

26.楽しみな給料日
27.みてみて！できたよ！
28.いよかんが採れました
29.わたしの絵が表紙になりました
30.今日はたっぷり歩いたね

46.大地のかりんとうカカオ！めっちゃ美味しいよ！
47.いぶきに来たらまずはおやつタイム
48.オオキンケイギクの花を採りに
49.大好きなスタッフと♪
50.お花見にいったよ

11.ジェンガでドキドキ
12.水切り作業、集中しています
13.仲間へのエール
14.藤の美しさにうっとり
15.歌に夢中です

31.「このまち展覧会」プロジェクトに採用された絵とともに
32.音楽療法でにっこり
33.昼休みのリラックス風景
34.スパイスの調合からカレー作り
35.ハッピーデイ、今日は久々の交流会

51.涼を求めて根尾川まで
52.レモングラスの爽やかな香り
53.岐阜県美術館に納品にいきました
54.自然栽培の大根の収穫
55.収穫したじゃがいもを丁寧に拭く作業

16.今年もFC岐阜応援します！
17.たくさん歩くぞ〜
18.カラフル 私たちの色！
19.プチ夏まつり スーパーボールすくい
20.みんなでシール貼りのお仕事中

36.いつもはかりんとうづくり、今日はお茶畑のお手伝い
37.いつもの仕事仲間で記念写真
38.音楽療法♪バルーンきれいだね
39.みんなで一緒にふわふわ
40.乾燥工房インタビュー

56.オンライン見学会の後にお茶休憩
57.鯉のぼりをバックにはいチーズ！
58.道の駅『パレットピアおおの』に納品に
59.紅葉を見に行こうよう！
60.畑のお仕事がんばっています

夢よもっと
ひろがれ

1.おやつの時間。
おいしいよ〜
2.にじのメンバーで虹色の階段でひと休み
3.野菜をきれいにしています
4.リズムに合わせてトントントン♪
5.日なたで休憩、
きもちいいね〜

いぶきはともに
向き合い続けます

IBUKI
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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/

社会福祉法人いぶき福祉会
2020年度 年次報告書

いぶき福 祉会

概要

基本理念

ごあいさつ

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

事 業内容

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。

障害福祉サービス事業

みなさん、お元気でお過ごしのことと思います。この１年半、私たちはコ
労働を通して障害のある方の

ロナウイルスの感染を心配し、引きこもりの生活を強いられました。こ

発達を保障していきます。

のような事態に直面し改めて人類がしてきた自然破壊、日本の医療・福
祉・格差社会の問題点と課題が明確となりました。

生活体験を広げ、人間らしく

こうした中でいぶきの仲間と家族、職員、関係者らは、細心の注意を払

就労継続支援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

いて、様々な取り組みをし一定の成果を上げてきました。

居宅介護

１カ所

今回私たちは、より多くの方々と共感と協働を創り続けるために、いま

●利用者数 通所149名 グループホーム48名

豊かな生活を目指します。

いつつも、元気に活動や生活を続けています。いぶきは２７年前に設
立されましたが、その時の私たちの願いは「どんな重い障害のある人

障害のある方の権利保障を

も、個性豊かに働き、暮らせる場所と地域をつくっていくこと」でした。

追求していきます。

その後いぶきは、現在までこの目標に向かって歩み続け、多分野にお

（2021年4月現在）

いちど私たちの活動の成果をお伝えしたく、この機会に
いぶき福祉会の年次報告書「夢よもっとひろがれ」を刊

事 業所マップ

行してお届けすることにしました。本書が、多くのみなさ
んの安心と希望につながることを祈念しています。

第二いぶき

日光町

2021年7月吉日

ごんのしま

サテライト
ゆめひろ

ゆめ
くるん

岐阜三輪
PA上り
長良
公園

いぶき・法人本部

ト

岐阜
メモリアル
センター

ル

ネ

ン

もくじ

ネル

トン

２-３ ごあいさつ、いぶき福祉会とは
8-11 いぶきの活動報告

パストラル
いぶき

岐阜
ファミリー
パーク

忠節橋

社会福祉法人いぶき福祉会
理事長 横 山 文 夫

４-7 特集：新型コロナとの１年

定員６名

いぶき
ファーム

岐阜
公園

いぶき

岐阜城

ぎふメディアコスモス
岐阜市役所

12 数字で見るいぶき
13 2020年度財務報告
14 2021年度の取り組み
15 いぶきを応援
16-19 広告協賛

2

JR 岐阜駅

ねこの約束（岐阜駅内２F）

3

特集

新型コロナ

いぶきの１年

新型コロナとの
一年を振り返って

Annual Report 2 020

580人

コロナが理由の欠席者数…延べ
欠席者

いぶきには持病、基礎疾患、高齢など感染するとリスクが高い方が多く、
とても不安な日々を現在まで過ごしています。
感染が怖くて家から出られず、通所できない方がたくさんいます。

決して慣れることのない不安とともにお過ごしのこ
とと思います。そんな中、いぶきに集う人たちに心

1,500万円

を寄せ続けてくださったことに、まずは心よりお礼

感染症対策費…

申し上げます。
このコロナ禍でいぶき福祉会として大切にしたこ
とがあります。

生活

手袋、消毒液など消耗品をはじめ衝立などの備品もたくさん購入しました。
マスクをできる人はマスクをし、なるべく離れて、食事中は話しをせず、人の集
まるところにはいかず、換気、消毒を繰り返す。必要な感染症対策は今までの

まずは仲間のいのちを守ること。

生活を一変させました。

仲間や職員の暮らしを守ること。
そして、できるかぎり当たり前の日常を続けること。
さらに、できることなら、私たちの営みに触れた方
が少しホッとできるような、そんな社会の灯火であ
りたいと願っていました。
出かけたり、美味しいものを一緒に食べたり、手を

取り組み

握ることもためらう暮らしはまだ続くのかもしれま

100件以上
それにより、失われた人とのつながり…700人以上

中止になった行事・活動…

せん。それでも少なくともこの一年間、私たちは孤
独を感じることはありませんでした。大切にしたい

620万円

人の気持ちを慮る心のゆとりを持つことができた

減少した商品売り上げ…

ような気がします。それはコロナ禍であっても感じ
られた幸せでした。感謝しかありません。みなさん
とともに、誰もが安心できる寛容な社会にむけて
歩んでいきたい。それが、私たちの変わらぬ願いで

販売

感染リスクを避けるため、外出や人と会う取り組みはすべてなくなりました。バ
ザーやアンテナショップなどの販売機会で出会うお客さんの数も激減しまし
た。施設の中だけでの生活になり、たくさんの方に会っていたことや、それが

す。心穏やかな日常が戻り、皆様を仲間たちと笑

私たちの楽しみであったことに改めて気づかされました。そして、商品の売り上

顔でお迎えできる日を楽しみにしております。これ

げも減少し経済的にも不安を抱えるようになりました。

からもどうぞよろしくお願いいたします。
社会福祉法人 いぶき福祉会
専務理事 北川 雄史

15,000枚
布マスク…1,000枚
使い捨てマスク…

寄贈
※行政からの支援を除く

20リットル

消毒液…

行政からの支援も始まりましたが、それだけでは激しい変化への対応は困難
でした。一般の方から、
マスクをはじめたくさんのご支援をいただきました。な
によりも添えられる温かい言葉や気持ちがありがたく、たくさんの方に気にし
ていただいていることが大きな励ましとなりました。
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新型コロナ

いぶきの１年
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「ハレバレごはん」
プロジェクト
障害のある人が農業を通じて日本を健康にすることを目的に活動をしている『自然栽培

「ありがとう」を伝え合える

パーティ』が、コロナ禍でがんばる全国の人々を元気にしようと「ハレバレごはん」プロジェ
クトを実施。取組みのひとつ「今日は、お母さんと食べよう」は、全国のひとり親

つながりがたくさん生まれました

家庭や医療従事者に自然栽培の野菜を使ったお弁当を合計1000食お届け。
いぶき福祉会は150食をKouzo Gifu様とともに取組みました。

かつてない緊張と不安を感じるなかで、あらためて人と人とのつながりを

店長の太田さんにお話をおききしました。

感じられ関係をつくることの大切さを知りました。たくさんのつながりの
なかで対話が生まれ、私たちや地域を支える大きな力となっています。

協働団体の声
かりんとう応援プロジェクトで発送作業を担当した仲間たち。

岐阜県

４月

現代陶芸美術館
×いぶき

館内のショップに、
いぶきの
お茶や最中、飴、草木染ストー
ルをおいていただいています。新たにガチャ
ガチャによる羊毛フェルトの小物と張り子の
販売が始まりました。
「かわいいね〜」
と心を
ときめかせながら一つひとつ手作りした商
品が、
お客様を笑顔にできることをやりがい
に。店舗スタッフの方がネームホルダーに
フェルトのブローチをつけてくれています。

７月

かりんとう応援
プロジェクト

新型コロナの影響で、多くの販売機会が失
われ製造がストップ。そこでクラウドファン
ディングでかりんとうの購入を呼びかけまし
た。7月4日〜8月3日の間に321人の方か
ら2,514,280円のご支援をいただきました。
この活動を通して、あたたかい応援のお言
葉やありがとうを伝えあえる機会がたくさん
芽生えました。仲間の仕事が生みだすつな
がりの意味や大切さを再認識しました。

JAめぐみの×いぶき福祉会

８月

絆のチカラで
応援プロジェクト！

新型コロナの影響で販売量が減少してし
まった岐阜県の希少なお茶と幻の大豆とよ
ばれる「中鉄砲」。
これらを使用したお菓子
やジャムを開発することでクラウドファンディ
ング「絆のチカラで応援プロジェクト！」に参
加しました。
この企画を通して農家への応援
と仲間の就労支援を呼びかけました。
これら
の商品はプロジェクト後も定番商品として販
売しています。

協走、共走、共創の働き方

株式会社楮

Kouzo Gifu店長

太田博之

「ハレバレごはんプロジェクト」で自然栽培（無農薬無肥

に、このプロジェクト後も大根の時

料）のお野菜から特製弁当を調製する協力をさせて頂きま

季が終わる春先まで継続して仕入

した。その時期当店は、新型コロナの影響で新年会、おひ

れをさせて頂いて、いぶきさんの自

まちなどの予約が全てキャンセル。食の機会を自粛され非

然栽培の根菜味噌汁をランチで

常に厳しい状況でした。

提供することができました。

人助けのように聞こえますが、働く機会を得て、助けて頂

また、新聞記事でKouzo Gifu

いたのは私たちの方でした。コロナ禍で大きな打撃を受け

の協力を知った方お客様に「最

る中、需要を生み出して頂き、ただただありがたかったで

近ニュースで暗い気持ちになっ

す。そんな感謝の気持ちでお弁当作りをする中で、いぶき

ていたが、記事を読んで、久々に爽やか

のみなさんがつくるお野菜の味の良さを再認識する出来

な気持ちになった」と声をかけて頂いて、取り組んでよかっ

事がありました。
「 あれ？今日のお味噌汁なんかおいしい

たなとしみじみ感じました。

ね！旬の大根だからかなぁ」実はハレバレごはんのお弁当

私が料理の仕事するのは当たり前のことで特別なことで

用の自然栽培の大根を通常ランチの根菜お味噌汁にうっ

はありません。ですが、今回いぶきさんとのありがたいご縁

かり使っていたのでした。

で、店としてプロジェクトの一翼を担えたことが私も嬉しい
ですし、周りも笑顔になれました。
（楮には『従業員取引先
関わる人全ての幸せを目指す』という理念があります。）人
のために働くことで自分を助け、その働きが人のための一
助になれるという幸せ。それまでは、飲食業として苦しむな
か、早くコロナが収束し以前の自由競争に戻ればいいのに
と自己救済しか考えられなかった私でしたが、取り組みを
通じて競争ではなく「協走・共走・共創」しながらの働き方
があるのではないかと感じています。自然栽培の根菜の

覚書調印式の様子

10月

岐阜市のクラウドファンディング型

ふるさと納税

福祉団体と事業者による寄付つき商品開発
プロジェクト
「ぎふハッピーハッピープロジェ
クト」は、企業と地域の課題解決に取り組む
NPOが一緒に商品やサービスを考え、市民
も参加することで、地域を良くする活動です。
この活動資金を岐阜市のふるさと納税の仕
組みで支援を呼びかけ、10月3日〜12月
31日の間に152名の方から、2,731,900円
のご協力をいただきました。
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12月

「GIFU HAPPY-HAPPY PROJECT」

Fan=Funプロジェクト
LIMS×いぶき福祉会

創業82年の家具店LIMESを営む株式会社
平塚家具様と寄付つき商品の開発をしまし
た。LIMSの手がける
「アルブリズム」は厳選し
た木材を使い、自然の肌触りを感じることが
できるメイドインジャパンの家具ブランドです。
この売り上げの一部が、
いぶき福祉会に寄付
されます。
（店舗情報はP19に記載）

12月

「GIFU HAPPY-HAPPY PROJECT」

七転び八起き
ハッピープロジェクト

合資会社白木恒助商店×いぶき福祉会

天保六年（1835）創業、いぶきとも20年以
上交流を深めてきた白木恒助商店様と寄付
つき商品の開発をしました。
じっくりと三年
以 上 熟 成させた「 達 磨 正 宗 熟 成 三 年 」
500mlの売り上げの一部が、いぶき福祉会
に寄付されます。
（店舗情報はP19に記載）

岐阜赤十字病院にて。
院長、いぶきの利用者、職員と一緒に。太田さん
（右）

味や、意義ある取り組みが世の中にあることを知り、大変
勉強させて頂きました。これからもよろしくお願い致します。

お弁当の大根が足りないことに気づいて急いで連絡しまし
たら、ちょうど収穫作業を終えるところで畑から直接大根
を頂くことに。その時、みなさんの働いている姿や畑の様
子も見せて頂きました。その風景を見てこんなことを感じま
した。
「無肥料だからきっと必死で養分吸い上げるように
育った大根なんだろうな…だからこれほどぐっと力強い甘
みと旨味を持っているんだろうな」と。このことをきっかけ

株式会社楮では、地元の食材を使い、
ひと手間かけたお料理が楽しめます。
OKBふれあい会館
14階展望レストラン

Kouzo Gifu
058-213-7785

楮
岐阜市八幡町
35-2
058-263-7799
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して暮ら
せる
が 安心
も
誰 容な社会の実現 、
寛

いぶき福祉会の

vision

活動
きの
ぶ
その
い

暮らし・相談支援

目指すものと
協働のかたち

協働

いのちと生活を支える

ボラン
ティア

いのちと生活を
支える

● グループホーム

・障害のある人の
暮らしの場づくり
・意思決定支援

いぶき福祉会は、障害のある人とその家族のね

地域交流

がいからうまれ、私たちはそのねがいに丁寧に寄
り添い、尊厳と人権を守りつづけてきました。

共感

その営みが、いぶきの枠組みを超えて人と人を

つながり
価値を創る

る寛容な社会の実現につながると考えています。
そのプロセスをみなさんとともに創っていきたい

れる人がいる暮らしをともに作ります。

コラボ
レーション

パストラルいぶき新棟のオンライン見学会を開催

トピックス

Fund
raising

● 相談支援

は、ひとりひとりのねが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

役割を作る

いいね！

と思います。

● ホームヘルプ

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

ファン

・やりがいと
誇りのある仕事
・かけがえのない
存在
いぶき
ー
ファミリ

結び、共感と協働をうみ、誰もが安心して暮らせ

● ショートステイ

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

障害の
日中活動
支援
ある人の
ねがい 思いを育み

・公益的な取り組み
・協働と学習の
場づくり

1

いぶき福祉会の

活動を支えるお金

こんな1年でした
新型コロナウィルスの対応や影響によってさまざまな不安が生まれま

● コロナ感染予防対策

した。4月にはパストラルいぶきの新棟が竣工し、新しく11名の仲間

にて『親心の記録』の作成(2名)
● 家族との対話の時間を設ける

しかし、
わたしたちの目指すものを実現するには、十分ではありません。

散歩を楽しむグループホームに住む仲間

● パストラルいぶき新棟の開所
● いぶき寄り添いひろがるプロジェクト

社会福祉法人の基本的な運営費は公的財源でまかなわれます。

ハッピーウォークのポスターを手作り

がホームでの生活をスタート。
グループホームで暮らす仲間が47名に
なりました。
暮らしの場所はいろいろでも、自分のやりたい暮らしを実現できる仕
組みづくりをしたいと相談支援の体制を強化し、
いぶき寄り添いひろ
がるプロジェクトとして
『親心の記録』
の作成をスタートしました。仲間

寄付や会費は活動の推進力になります。多額の資金が必要な施設や備品、車両

の将来をともに考える難しさと必要性を再認識しました。

などが整備でき、
その分運営費を仲間の活動や職員体制の充実にあてることがで
きます。地域協働を積極的に展開できるのも、
こうした財源のおかげです。
また、運
営費は仲間の給料財源にはできません。
そのため、仲間が生産や販売などで関わ

1

る事業をより魅力あるものにし、仲間の給料を増やせるよう努力を重ねています。

公的財源

（国の定める基準による運営費）

国・自治体からの
サービス給付

日中活動
支援

暮らし
相談支援

地域交流

・職員人件費

・利用者支援に伴う費用
・施設の維持管理費など

2

寄付や会費

いぶきファミリー会費
助成金、寄付、GHHP※
クラウドファンディング
広告協賛

・グループホームの新築や修繕

自分のやりたい暮らしを一歩ずつ

事業収益

（仲間が生産・販売などに関わる）

・ねこの約束
・ネットショップ
・バザー
・クラウドファンディング
・定期購入

・仲間の活動や仕事に関わる
設備や環境整備

・送迎車両の購入

・地域との交流や協働や学習
・働きやすい職場づくり

※GHHP：ぎふハッピーハッピープロジェクト
（寄付つき商品開発プロジェクト）
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3

すがた

なかまの

仲間の給料

増やしたい！

藤澤 秀人

パストラルいぶき新棟が完成して合計31名の仲間とともに

休日のお昼に、お好み焼きをつくりました。

新たな生活がスタートしました。新しく入った仲間にとっては

して話す仲間。自分の部屋でお気に入りのDVDを観る仲間。

グループホームでの暮らしの全てがはじめてで、
お風呂、
食事、

リビングで職員も一緒に横になったり、映画のセリフを真似

寝る時間など基本的な生活リズムは職員と相談しながら、

してみたり、そこで目が合いクスクス笑えたり。そんな一緒に

自分で自由に決めることを大切に「自分らしい暮らし」を探

過ごす何気ない一コマを大切にするなかで、安心できる人や

す１年となりました。いぶきでの活動を終えて帰ってくると、

お気に入りの居場所を広げることができました。

一人ひとり違った自分時間がはじまります。一番にお風呂に

10年目の仲間のように「自分のやりたい暮らし」を築いてい

入ってさっぱりと汗を流し、夕ご飯までうたた寝を楽しむ仲

くために、
これからも少しずつ自分の引き出しを増やしていけ

間。興味のあるスポーツのことや日中の出来事をリラックス

るよう丁寧に寄り添っていきます。
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事業 報 告

いぶきの活動

Annual Report 2 020

活動
きの
ぶ
その
い

2

活動
きの
ぶ
その
い

思いを育み、役割を作る
● 生活介護

● 就労継続支援Ａ型・Ｂ型

3

つながり、価値を創る

● 放課後等デイサービス

● いぶきファミリー

● ねこの約束

● 各種プロジェクト

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

いぶきは新しいモノやコトや場を次々と生み出しています。そこは人と人が出会う場

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

所でもあります。障害のあるなしに関わらず、新しい協働が生まれ、ただ楽しくてもっ

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

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

らしていけるだけの給料の実現も目指します。

容で、新しい価値はそんな場所から生まれます。

令和2年
移住促進
団体活動

福祉 移住

度岐阜県

地域課題
の解決に
つなげる
ネットワ
ーク事業
2020

推進事業
委託

りすのほっぺ記念すべき500番目の苺ジャム

今年も茶畑にほとんど毎日通いました

アートに目覚めた仲間たち

お世話になった一新建設さんにお礼状をお届け

コミュニティガーデン植替え

ガイダンス含め全５回の対話型
ワークショップ開催、報告書作成

「物語」
で
未来を
構想する
「福祉 ×○○×
移住」の
関係の結
び目を編
むために

社会福祉法

トピックス

こんな1年でした

● 岐阜県現代陶芸美術館にて商品取扱いとオリジナル商品開発
● 岐阜県美術館にて、草木染商品、張り子の取扱い
● かりんとう応援プロジェクトの実施
● JAめぐみのによるクラウドファンディングに参加
● tomoniカフェにて、草木染バック、小物の販売開始
● JAめぐみのとれったひろば関店・可児店にて、
ジャム販売開始
● 道の駅美濃白川ピアチェーレ ポン菓子販売開始
● ｔomoniつながる和綿プロジェクト ミサンガづくり
● 戦国武将かりんとう企画開発

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、乾燥野菜）、農業（茶、米、野
菜）、
クラフト
（草木染め、
フェルト、紙すき、張り子）
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14,104円でした。療育、
アート、余

● いぶきコミュニティガーデン

祉会

毎年行なってきた、
いぶきまつりや夏まつりをはじめとす

（コープ共済地域ささえあい助成事業）

る大規模なイベントが中止を余儀なくされました。
そのた

● ぎふハッピーハッピープロジェクトの実施
● 『ハレバレごはんプロジェクト』でひとり親家庭にお弁当を配布
● 福祉×移住プログラム「物語で未来を構想する」
● ねこの約束１０周年記念祭

め、オンラインや小規模な集まりでつながりを重ねまし
た。ハッピーハッピープロジェクトやハレバレごはんプロ
ジェクトなど地域の団体とともに、寄付つき商品の開発
やひとり親家庭への支援など地域課題に取り組みまし
た。支援をする・されるという関係を越えて、
ともに地域を
良くすることを目指しています。

大河ドラマ館にて販売

すがた

人いぶき福

こんな1年でした

暇活動などにも積極的に取り組みました。

なかまの

リポート

いぶきの張り子が密かなブーム

10

トピックス

いぶきガーデンがさらに素敵に！

宮下 和也

辻本 隆太

第二いぶき『にじ』では、美濃和紙を使った張り子のねこを

地域の方にも気軽に立ち寄っていただける憩いの場所をつ

作っています。毎日、散歩をした後に、みんなで机をかこみ張

着物や兜、表情などみん

くりたい。そんな思いでコープ共済の助成を受け実現した日

企業の一新建設さんに相談。すると、私た

り子の土台を紙粘土で作ります。ミキサーの仕事は人気でス

なで試行錯誤しました。おかげさまで、信長・光秀・道三の

光町の花壇。今年も引き続きコーディネーターの木村さんと

ちの願いに賛同くださり、資材提供から当日レクチャーまで

イッチを押すのを楽しみにしている人がたくさんいます。順番

セットをたくさんの方にお買い上げいただきました。

千葉さんにアドバイスいただきながら、コープぎふの方にも

全面的にバックアップしていただきました。
「いつも散歩して

にミキサーのスイッチを一緒に押して30秒待つ時間はとても

昨年に引き続きショップ『ねこの約束』で好評だった『ねこガ

参加いただき、植え替えや整備に取り組みました。仲間たち

いる姿を見ていますよ」と社長の長谷さんや建築士の奥村

ワクワクする時間です。水を切る作業に使う道具も仲間が使

チャ』を岐阜県美術館や岐阜県現代陶芸美術館にも置いて

もお庭の手入れが板についてきて、普段は物静かに絵を描

さん。私たちのことを身近な存在として知ってくれていて、実

いやすいように色んな工夫をしています。今年はNHKの大河

いただけることになり、こどもたちに大変好評です。

いている都築さんが熱く植物の知識を披露するなど、とて

際に繋がることができたことが本当に嬉しかったです。この

ドラマがあったので「何としても戦国武将ねこを作りたい！」

仲間たちが作った張り子が活躍の場を広げているのがとて

も賑やかな会となりました。そして、この集いで「ゆっくりくつ

場所がグッとあたたかくて居心地のよい場所になりました。

という熱い思いから、どうすれば戦国武将らしく見えるのか

もうれしくて、朝の打ち合わせで仲間と喜びあっています。

ろいでもらうにはイスがあったらいいね」と盛り上がり、地元

みなさんもどうぞお気軽にお立ち寄りください。
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2020年度財務報告
勘定科目

数字で見るいぶき

収益
サービス活動増減の部

寄付金額
（法人全体）

サービス活動外増減の部

（昨年度：35,198千円）

7,985,297

7,021,729

963,568

46,274,600

35,652,487

10,622,113

5,093,600

6,181,430

▲ 1,087,830

サービス活動収益計(1)

742,942,532

684,908,761

58,033,771

人件費

530,724,527

485,649,901

45,074,626

事業費

78,225,282

74,782,307

3,442,975

事務費

85,109,164

75,603,064

9,506,100

就労支援事業費用

36,215,872

38,840,628

▲ 2,624,756

25,386,877

26,374,811

▲ 987,934

37,465,185

34,689,354

2,775,831

▲ 16,678,156

▲ 14,131,987

▲ 2,546,169

751,061,874

695,433,267

55,628,607

▲ 8,119,342

▲ 10,524,506

2,405,164

6,322

6,077

245

その他のサービス活動外収益

10,475,357

9,572,688

902,669

サービス活動外収益計(4)

10,481,679

9,578,765

902,914

430,534

521,180

▲ 90,646

0

0

0

430,534

521,180

▲ 90,646

10,051,145

9,057,585

993,560

1,931,803

▲ 1,466,921

3,398,724

施設整備等補助金収益

0

71,230,000

▲ 71,230,000

施設整備等寄附金収益

0

49,529,632

▲ 49,529,632

固定資産売却益

22,000

0

22,000

特別収益計(8)

22,000

うち 計画相談支援給付費収益
利用者負担収益

うち 利用者工賃

収益

支払利息
費用

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別増減の部

基本金組入額
固定資産売却損・処分損
費用

メルマガ
登録者数

特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)

120,759,632 ▲ 120,737,632

0

89,872,612

▲ 89,872,612

116,691

10,141

106,550

2,533,000

71,230,000

▲ 68,697,000

223,992

699,540

▲ 475,548

2,873,683

161,812,293 ▲ 158,938,610
▲ 41,052,661

38,200,978

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

▲ 919,880

▲ 42,519,582

41,599,702

前期繰越活動増減差額(12)

228,192,716

240,564,518

▲ 12,371,802

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

227,272,836

198,044,936

29,227,900

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

8,298,116

47,500,000

▲ 39,201,884

その他の積立金積立額(16)

9,220,481

17,352,220

▲ 8,131,739

226,350,471

228,192,716

▲ 1,842,245

基本金取崩額(14)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

2020年度末

増減(A)-(B)

▲ 2,851,683

繰越活動増減差額の部

（昨年度：1,039人）

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失

賛助会員数

964人

その他のサービス活動外費用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

（昨年度：55,711千円）
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62,050,683

受取利息配当金収益

収益

5,093千円

（昨年度：1,738人）

643,529,078

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

32,269千円

2,025人

705,579,761

サービス活動費用計(2)

商品の売上金額
（法人全体）

55

▲ 2,929,082

国庫補助金等特別積立金取崩額

（昨年度：14,850円）

（昨年度：40）

35,198,253

減価償却費

14,104円

仕事の
パートナー数

32,269,171

経常経費寄附金収益

利用者平均給料
（月額）

（昨年度：31品）

前年度決算(B)

障害福祉サービス等事業収益

費用

36品

（単位：円）

当年度決算(A)

就労支援事業収益

2020年度のいぶきの活動を象徴する数字を集めました。

オリジナル商品の数

2020年4月1日から2021年3月31日まで

※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。

就労支援事業収益
コロナ禍の影響で商品の売上が減
少しましたが『かりんとう応 援プロ
ジェクト』で2,514,280円のご支援
をいただきました。
計画相談支援給付費収益
相談の件数が増えましたが、相談支
援体制を維持するには、更なる財源
確保が必要となっています。
利用者負担収益
パストラルいぶき新棟の入居者10名
が増えました。グループホームの家
賃・光熱水費などが含まれています。
人件費
人件費率は71％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。昨年
度より3,946,701円減りました。
利用者工賃(給料)
法人全体の利用者平均工賃は月額
14,104円で、昨年度より746円減り
ました。障 害年金1級 受 給 者 (月額
81,343円)の場合、私たちが目指し
ている所得(10万円)におよそ5千円
届きません。又、障害年金2級受給者
(月額65,075円)の場合、およそ2万
円届きません。
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を含み
ます。コロナ禍の影響で実習生受入
が激減。一方、職員の増加により、給
食費収入が増額となりました。
経常増減差額
総合的な収益性を表しています。昨
年度はマイナスでしたが、今年度は
改善しプラスとなりました。
当期活動増減差額
1年間の経営成績を表しています。コ
ロナ関連の補助金の一部を国庫補
助金等積立金に組み入れましたので、
マイナスとなりました。
その他の積立金取崩額
備品購入及びさぎやま第二ホームの
移転改修のために積立金を取り崩し
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。

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。

2021年5月25日 監事

早野 幸広

監事

大橋 泰子

13

いぶきを応援
みなさまのご支援、ご協力をお願いします。
仲間たちの日中活動の拠点を充実させたり、入居の希望が多いグループホームの開設、
建物の老朽化に伴う修繕、送迎車両の買い換えなど、
いぶき福祉会の運営を継続するに
は多額の費用がかかります。
また、地域をよりよくするための取組みや社会課題の解決に

2021年度の取り組み
活動
きの
ぶ
い

その
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● 新型コロナによる制約はありますが、
暮らしの質を維持向上することに努めます。

いぶきファミリー

ぎふハッピーハッピー
プロジェクト

マンスリー会員の募集をしています

寄付つき商品でいぶきを応援

● 帰省が困難なグループホーム入居者とご家族が安心できる支援を続けます。
●「いぶき寄り添いひろがるプロジェクト」
は改編しますが、仲間が自分の暮らしを
自分で決めること
（意思決定支援）、家族ともども暮らしを考える活動（「親心の
記録」作成、
「親ある間の親亡き後準備講座」、学習や視察）
を進めます。

いのちと
生活を支える

も積極的に取り組んでいます。

● BCP（災害等の緊急事態発生時の事業継続計画）
をつくり、
パストラル
いぶき防災拠点を生かした地域と連携した減災に取り組みます。

いぶき福祉会に新しく会員制度が誕生しました。
月々定額の会費で、
いぶきの活動を応援し障害の
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。

活動
きの
ぶ
い
その

2

● コロナ禍にあっても地域での活動をあきらめず、人との関係で得られる生
活の豊かさをできるかぎり取り戻します。
● いぶきゆめひろ共同作業所の就労継続支援A型を生活介護20名と就労継
続支援B型20名に再編し、やりがいとゆとりのある働く場を増やします。
● 障害年金と合わせて10万円になるような利用者給料の実現をめざします。

思いを育み、
役割を作る

クラウドファンディング「ありがとねバスケットプロジェクト」、工房から利用
者とともに届けるライブ配信「いぶきの小窓Live」、定期購入のしくみづくり
に挑戦し、生産や収益に追われることなく一定の財源を確保します。

２５０円

売上げの一部が誰もが幸せを感じられる地域づくり
に役立てられる
「寄付つき商品」
を一緒に考えてみ
ませんか？社会貢献が貴社の商品やサービスの販
売促進にもつながります。

月会費は5つから。

入会方法

50０円

1,000円 3,000円 5,000円

〇専用サイト https://deco-boco.jp/projects/view/12
〇TEL 058-233-7445 FAX 058-232-9140
〇メール ibuki.m@ibuki-komado.com
ファックス、
メールよりお申込みの場合は、
折り返しご連絡します。

GIFU

たとえばこんなこと
1杯100円が
寄付になるよ

おいしくて
イイこと
できるなんて
いいね♪

私も
もうらお
うかな

1杯100円を
いぶきへ寄付

～！
おいしそ

● いぶき福祉会を応援する任意団体「いぶきファミリー」
をいぶき福祉会

活動
きの
ぶ
い
その
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の会員制度（新設）
に移行します。
ふハッピーウォーク」
を開催します。
●「いぶきコミュニティガーデン」、
「ハレバレごはんプロジェクト」
を継続します。
●「ぎふハッピーハッピープロジェクト」
の活動をさらに広げます。
● 岐阜市の「クラウドファンディング型ふるさと納税」
を活用し、
「親ある間の親亡

つながり、
価値を創る

寄付・協賛

●「いぶきふれあいまつり」
に代わる新たな地域交流のイベントとして
「ぎ

き後の準備」
を他施設、他機関と協働して進めます。
● いぶき福祉会会報「夢よもっとひろがれ」、
ホームページ
「いぶきの小窓」、
ネット
ショップ
「いぶきスタイル」
の充実を図ります。
● これらを企画制作する
「いぶきファミリー事務局」
「いぶきデザイン室」
を作ります。

全額、障害福祉の現場で活用されます。
支援方法

まずは法人本部までご連絡ください。

ご送金は、郵便振り込み用紙に必要事項をご記入の上
お手続きいただければ幸いです。

〇TEL 058-233-7445（平日9：00〜17：00）
〇振込口座 00840-3-91146 いぶきファミリー

一緒に楽しんでください
①日々の活動の様子をSNSやホームページで発信
しています。
いいねやシェアが励みになります。
②岐阜駅『ねこの約束』
やネットショップ『イブキスタ
イルで』
でいぶきの商品を買って応援ください。
③一緒に商品開発をしたり、
イベントを開
催したり、
できることを持ち寄って、
とも
に地域や福祉を盛り上げませんか？
イブキスタイル
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本誌 発 刊にあたり、ご協 賛くださったみなさま
建築企画・設計・監理

いぶき福祉会の
御発展を
お祈り申し上げます。

エコプラン

株式会社
業務内容

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

“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。

会社概要
住

所 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 代表取締役 林 直見
E-mail eco@ecoplan.co.jp
U R L http://www.ecoplan.co.jp

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
生活協同組合
コープぎふ
（生協）
です！

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。
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

MAtrust

有限会社

車屋商店

MAトラスト株式会社

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。

浅野

代表取締役 CEO
資料請求は
こちら←

0120-706-887

コープベル

安全安心なスタジアムで
イベントや屋台村も開催！

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。

Makoto Asano

真

プロパンガス・ガス器具・米・灯油
岐阜市福富送田43-1

〒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/

TEL.058-210-1192
〒502-0827 岐阜市平和通１丁目17番地1

まず 弁 護 士にご 相 談くだ
さい
な いで
悩ま
弁護士法人

TEL058-264-3780
弁護士

安藤 友人

岡本 浩明

弁護士

弁護士

大澤 愛

ジーツー

有限会社

鷲見 知人
弁護士

FAX：058-229-1325

Total Car Service

岐阜合同法律事務所
弁護士

TEL：058-229-1321

■新車・中古車販売
■各種パーツ

田島 朋美

■車検・板金塗装
■24hロードサービス

〒501-2601 岐阜県関市武芸川町谷口1727-1
TEL.0575-46-3816 FAX.0575-46-3814
E-mail g-two@ccn.aitai.ne.jp
生命保険・損害保険の代理店です。

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

GARAGE

検 索

＜取扱保険会社＞
生命保険

損害保険

・アクサ生命 ・オリックス生命
・ソニー生命 ・三井住友あいおい生命
・日本生命 ・東京海上日動あんしん生命

・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

株式会社

岐阜ガレーヂ

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、

16

私たちがいる。

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

本

社／岐阜市京町2-12

TEL058-265-0301

E-mail：qq3p8969@soleil.ocn.ne.jp

第二工場／岐阜市黒野南1-84 TEL058-239-3541
E-mail：garage2@eagle.ocn.ne.jp

社会福祉法人

みどり福祉会
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

〒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
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みなさまにハッピーが訪れますように☆

消防・防災
用品

消防車

消防設備
設計・工事・点検

株式会社 三陽商会

ジムブレーン

岐阜支店 岐阜市真砂町4丁目15番地

TEL.058-267-6556／FAX.058-267-6557

ＪＲ岐阜駅 アクティブＧ ２F

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



ぎふハッピーハッピープロジェクトパートナーのみなさま

GIFU

GIFU

株式会社 土屋R&C

清酒 達磨正宗

Renewal&Construc�on

代表取締役社長

大西 良成

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

税理士

〒500-8367 岐阜市宇佐南２丁目5-5
TEL（058）215-1030 FAX（058）215-1031

ＩＣＳ は福祉システムを通じて、
広く社会に貢献したいと考えております。

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

株式会社

弁護士

弁護士

弁護士

横山 文夫

今尾 大祐

安藤 博

〒500-8833 岐阜市神田町1-10-2小森ビル

TEL.058-262-5644
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清酒 淡墨桜 蔵元
合資会社 白木恒助商店
創業天保六年（1835）
家具・カーテン・雑貨・本
ライムズデザインスクエア

〒503-0105 岐阜県大垣市墨俣町二ツ木 209
TEL 0584-62-5026

〒501-2528 岐阜市門屋門 61
TEL：058-229-1008
https://www.daruma-masamune.co.jp

ICS

INFORMATION CREATION & SERVICE

アイシーエス姫路市ウエルフェアー株式会社
≪重度障がい者多数雇用モデル事業所≫厚生労働省認定

〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田２丁目88番地
ＴＥＬ（079）235-0066 ＦＡＸ（079）235-5363
URL: http://www.ihw.co.jp E-mail: info@ihw.co.jp
営業所 岡山 ・ 米子（ICSグループ）

社会福祉法人いぶき福祉会 2020年度
《 夢よもっとひろがれ 》

弁護士法人

長 良 橋 通り
法律事務所

うすずみざくら

藤垣 寿通

未来の福祉社会の設計へ・・・
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。

だるま

松永建設株式会社
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

年次報告書

発

行

日

2021年7月

発

行

人

横山文夫

編集責任者

北川雄史

制

作

いぶきデザイン室

協

力

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
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