
 

 

特定⾮営利活動法⼈シゴトシンク北海道 

第８回定期総会議案書 

   
◯⽇時：2021 年 6 ⽉ 19 ⽇（⼟）13 時 00 分〜  
◯会場：就労継続⽀援 B 型シゴトベース  
   
 
次第  
1， 定⾜数の確認（総会設⽴宣⾔）  
   
2， 議⻑選出、議事録署名⼈選出  
   
3， 開会の挨拶 清野 侑亮  
   
4， 議題  
第 1 号議案 2020 年度事業報告  
第２号議案 2020 年度決算報告・会計監査報告  
第３号議案 2021 年度事業計画案  
第４号議案 2021 年度予算案  
第５号議案 理事・監事重任（再任）についての提案  
第６号議案 役員報酬に関して  
第７号議案 ⿅部町での事務所設置に関して 
その他  
   
5， 議⻑退任  
   
6， 閉会の挨拶 沙弥 和広 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2020 年度法⼈統括 
■財政⾯は過去 2 年度の改善が実り、例年よりも安定した運営が⾏えましたが、訓練等給
付費（就労継続⽀援 B 型）は新型コロナウイルスの影響もあり冬季間は減収となりました。 

⾃⽴援助ホームの措置費については、私的契約だった⼊居者が⾃⽴⽣活へ旅⽴ち、定員数
が５名から元の６名に戻ったことで、下半期から従来通りの額となりました。 
⿅部町地域活動⽀援センターは委託費が⽉額の固定になり活動の安定に繋がりました。 

法⼈全体としては、従来からの経営⾯における⽬標である「最低 3 ヶ⽉の運転資⾦の確
保」の達成に向け、計画的な運営を継続していきたいと考えています。 

新型コロナウイルスにより社会情勢があらゆる側⾯から圧迫を強いられ、経済活動の停
滞が著しい世の中で、法⼈として着実な成⻑を遂げられた事は⾮常に重要な実績だと考え
ます。 

決算を⿊字で迎えられた事も⼤変喜ばしく、法⼈として利益を⽣みながら社会的事業に
取り組む事ができたと⾔えます。 
各場スタッフにおいては、⼀⼈⼀⼈の成⻑曲線に少しずつ個性が⽣じ、多様性ある⽀援の

あり⽅の模索が始まってきたように感じています。今後の事業を進めるにあたり、各スタッ
フの成⻑やそれに伴う配置転換などを計画的に進めていきたいと考えています。 
メンバーそれぞれがそうであるように、共に迷い、悩み、⽴ち⽌まることもある中で、⼀

年という期間の歩みを少しずつ進められたのではないでしょうか。 
今後はより深掘りをし、「私たちは、⼈⽣と社会で何をするために活動しているのか」と

いうテーマを念頭に、今の⾃分がすべき事、これからの⾃分たちが為すべき事を具体的に描
きながら、ビジョンある活動を展開するためには何が必要なのかを考えていきましょう。 
特定⾮営利活動法⼈を冠する私たちは、全員が⼒を合わせて進まなくては成⽴しません。 
これまでも繰り返し伝えてきたように、⾃分たちが社会の⼀員・法⼈の⼀員として⾏動し、
発⾔することが⼤切になります。福祉を中⼼に福祉の対象という視点や⽴ち位置から社会
的な事業へと変化していかならければなりません。⾃分たちの活動から得た強い思い、強い
メッセージを社会に伝えていきましょう。この点は前年度の課題として残った部分ではな
いかと思います。 

⾃分たちを含め、シゴトシンク北海道に関わる⼈たちの幸福を更に⾼めることを考えた
活動を継続する中で、⽣きやすく働きやすい場所がもっと充実するのだと信じて⽇々を過
ごしましょう。 

 
 
 
 
 
 



 

 

【部⾨別総括】 
 

■就労継続⽀援 B 型 
新型コロナウイルスの影響によりバザー等が⼀度も開催できず計画よりも減収になった。

また委託業務が⼤半を占めているため、景気や社会情勢の煽りが作業⼯賃にも影響した。 
⼀⽅で農福連携事業に取り組むことになり⾏政や地域の農家の⽅と触れ合う機会ができ

たことは喜ばしく思う。冬季間の閑散期は北⽃市の⾼齢者住宅の除雪の業務依頼があり、新
たなことにチャレンジできた。 

 
■就労困難者・⽣活困窮者⽀援 

新型コロナウイルスの影響による失業や引きこもりなど社会と分断されたことによる困
難者からの相談が多かった。更⽣保護施設からも年間を通して相談依頼があり、施設退所後
の就労リハビリという側⾯から利⽤する⽅も増えた。 
相談の 8 割は⾏政機関からが多く⾃治体のセーフティーネットや個別の⽀援がないこと

が⼀層浮き彫りになった。 
そして思っていたよりも若者からの相談より、中⾼年の相談が圧倒的であった。 
「実はしんどくて」など、当事者⾃⾝が声を出しにくい届きにくい環境もあるとは思うが、

そもそも関わっているケースワーカーや地域住⺠は何も感じることはなかったのだろうか。
多くの疑問や⼼配が膨らみ複雑な思いに駆られることが多かったように感じる。 

⾃治体は今後コディネートを含め、包括⽀援センターが中核となり⼊⼝対策を強化する
⽅針のようだが、制度設計に問題がないか、当事者の声が反映される中⾝になっているの
か、しっかりと⾒極める必要がある。 

 
■⾃⽴援助ホーム 

ホーム⻑が変わり事業計画で掲げた 4 つの重点項⽬を柱とし⽀援体制を洗練させていく
ことを念頭に年度をスタートした。措置終了後も、⽀援を私的契約で続けたことはスタッフ
の粘り強い⽀援の結果だと思うが、制度上の財政的⽀援がないことは運営上の課題として
残る。⼀般的に 18 歳から 22 歳の間の成年期は社会に馴染むまでに様々なすべきことがあ
り、この点においてかつては制度ではなく、社会全体で若者の成⻑を⽀える仕組みがどこか
にあったのではないかと感じる。⽀え合いのあり⽅は昨今の政府や省庁の⽅針でも⽰され
ているが、私達なりの⽀え合い⽅を模索しながら社会へ問うことも今後の活動の⼀つとし
て必要になってくると感じた。 
 
 
 
 



 

 

■⿅部町地域活動⽀援センター 
 ⾶躍に向けた準備の⼀年となった。様々な周囲の協⼒はもちろん、⾃らの⼒を尽くして全
⾯委託の実現に向けた取り組みを⾏なった。 
 重要な取り決めが遅延したり、中核となっているスタッフが⼤きな病に倒れるなど、進む
道は困難を極めたが、⼀丸となって地域活動⽀援センターの更なる成⻑を⽬指した。 
 新型コロナウイルスの影響も⼤きい中、事業体として前進するためには何が必要なのか
をしっかりと考えることが出来たように思う。 
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

【部⾨別事業報告】 
 

就労継続支援 B 型 シゴトベース	
・評価 
 昨年度に引き続きサービスを利⽤するメンバーが増えた。平均⼯賃も若⼲ではあるが向
上できたことは喜ばしく思う。農福連携という新たなジャンルにも挑戦し、渡島総合振興局
農務課の皆さんや地域の農家の⽅の協⼒により経験値を重ねることができた。冬季間は北
⽃市役所から⾼齢者住宅の除雪作業を新たに⾏うことになり、閑散期の課題を少し解決で
きるきっかけとなった。 
 新型コロナウイルスによる感染防⽌の観点から在宅就労も幅広く認められるようになっ
た。メンバーの不安を最⼩限に抑えながら従来と変わらず⾃宅での作業を構築できたこと
からも、今後の社会情勢変化の中で役に⽴つことが多くなると実感した。 
⼯賃が前年度の最⾼額 5万円台を越え、6万円台に到達したことは、全員の努⼒が実って
きた結果だと感じる。 
・反省と課題 
 作業の⼤半が請負業務なので、社会情勢や経済状況に⼤きく左右される。これは以前から
課題であった点でもあるが、コロナ禍で計画よりも⼤きな減収となった。 

また、全体の作業中から好き嫌いで選ぶことも多くなり、共に働くとはどういうことなの
かという課題が残った。専⾨性を⾼めるのであればメンバーの固定も必要だが、利⽤⼈数の
わりに参加希望者が少ない作業があることは解決していかなければならない。 
 スタッフ間の共有漏れ、未確認事項が多くなりメンバーの不利益に繋がる場⾯もみられ
た。改めて、始業前の準備や段取りを今⼀度精査する必要がある。 
 
就労困難者・⽣活困窮者⽀援 シゴトバンク 
・評価 
 病気や就職等により⼊れ替わりはあるが、新しい仲間が増えたことを嬉しく思う。通所⽇
数も昨年より増え、障害があるメンバーをしっかり⽀えてくれる点に関してはマンパワー
を感じる点が多い。 
・反省と課題 
就労⽀援や働く場として存在している事業所であるが、就労以外の相談や課題が増加し

ている。当然、働くこと以外のサポートも可能な限り対応はしたいが、財政⾯や⼈員⾯で不
⾜が多く、法⼈が単独で様々な課題をクリアにしていくのは限界があると感じる。 
 疾病や年齢により送迎が必要なメンバーが多くなったため、交通費などの⾦銭的な問題
を踏まえ、シゴトバンクメンバーの送迎に関して改めて話し合う必要がある。 

事業所としての今後の⽀援体制に関して、基幹相談⽀援センター、包括⽀援センター、各
⾃治体と議論をはじめたい。 



 

 

児童⾃⽴援助ホームサイド７ 
令和 2 年度は激動の 1 年であった。 
収束するかと思われた新型コロナウィルスはますます猛威を振るい、1 年経ってもま

だ、かけがえのない⽇常が制限される事態となっている。 
幸いサイド７内でのクラスター発⽣等はなく、著しく⽀援体制が乱れるといったことは

なかったが、飲⾷店の⾃粛営業等によりアルバイトの⽇数が削られ収⼊が減るとともに、
学校の授業がオンライン化されて学習ペースが掴めないなど、⼊居児童それぞれの⽣活は
⼤きな影響を受けている。 

しかし、この事象ももはやこれからのスタンダードとして捉え、その上で⾃⽴を援助し
ていかなければならない。 

4 ⽉に沙弥が新ホーム⻑となり、事業計画で掲げた 4 つの重点項⽬を柱としてさらに⽀
援体制を洗練させていくことを念頭に年度をスタートした。 

これまでのやり⽅と異なる考え⽅や⽅法で職員に混乱を招いた時期もあった。しかし、
最終的には職員⼀⼈⼀⼈が考え、⾏動してくれたことで⼊居児童に対する⽀援のあり⽅を
再考する機会となり、⽀援体制もより強固なものになったかと思う。今年度は引き続きコ
ロナ禍となることを想定し、前年度の事業計画である 4 つの柱を継承しつつ、⽀援体制の
標準化などを⼀層進め、今の社会が求める新しいニーズにも柔軟に対応できるホームづく
りを進めていきたい。 
以下に、今年度の活動を資料としてまとめた。 
 
○在籍児童について 
R2.4～R2.9	
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
定 員 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 ５名 
在籍数 １名 １名 １名 １名 １名 １名 
私的契約 １名 １名 １名 １名 １名 １名 

	
R2.10～R3.3	
 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
定 員 6名 6名 6名 6名 6名 6名 
在籍数 1名 2名 2名 2名 2名 2名 
私的契約 0名 0名 0名 0名 0名 0名 

 

・⼊退去状況 ９⽉末⽇をもって、私的契約で⼊居していた S 君が彼⼥との同棲⽣活を始
めるため退去。１０⽉末⽇に⻄警察署⽣活安全課からの⼀時保護の相談があり、11 ⽉ 6 ⽇
づけで K君が⼊居。 



 

 

・利⽤相談 
６⽉：室蘭児童相談所より 17 歳男⼦の⼊居相談あり。⾯会まで実施したが、体験実習の

前に少年院に送致されたため⼊居に⾄らず。 
１０⽉：函館⻄警察署⽣活安全課より 18歳男⼦の⼊居相談あり。家庭内トラブルによる

⺟⼦分離が必要との状態であり、⼀時保護を経て⼊居となった。 
１⽉：岩⼿県福祉総合相談センターより 16歳男⼦の⼊居相談あり。担当相談員からの聞

き取りの中で、本⼈に縁のある⼟地での⽀援継続が必要であると判断し⼊居をお断
りしている。 

２⽉：函館⻄警察署より 19歳男⼦の⼊居相談あり。家庭内暴⼒による分離を検討した
が、⺟とともにシェルターに⼊ることも検討されていた。その後連絡なし。 

３⽉：室蘭児童相談所から 16歳男⼦の⼊居相談あり。発達障害や盗癖があり、⼊居児童
とのマッチングを考慮した上ですぐに⼊居という判断はできないとお伝え。その後
連絡なし。 

 
○令和 2 年度実施内容 
▶制度関係 
措置費（特別育成費、予防接種費等）、各種加算（⺠改費、処遇改善加算等）の適切な
請求・各種助成⾦（まなび応援⾦、新型コロナウィルス感染症緊急包括⽀援⾦、2020⼦ど
も育成⽀援事業助成⾦）の活⽤ 
▶⽀援体制関係 
⾏動記録の記載⽅法の変更・ケース記録の追加・レク費の創設・郵便書類提出記録の追
加・研修参加記録の追加・シフト管理と張り出し・利⽤者台帳整理・避難訓練の実施（⽕
災時想定）・ケース対応における⻄警察署⽣活安全課、函館児童相談所との連携・職員会
議の不定期開催 
▶環境整備関係 
事務所内のレイアウト変更・助成⾦による家電の追加、⼊れ替え（ジアイーノ、冷蔵
庫、⾐類乾燥機、電⼦レンジ）・補助⾦による全窓の網⼾設置・居間、居室のレイアウト
変更、清掃・サイド７内の物品の仕分け・施錠の徹底 
▶⾷事提供業務関係 
・⾷事提供におけるルールづくり、書類の整備 

 
 
 
 
 
 



 

 

⿅部町地域活動⽀援センター 
令和 2 年度 事業報告 
  
前年度の振り返り 
メンバーは前年度より 1 名減り、2 名での活動となるも内 1 名は⻑期の⽋席となり実質 1

名での活動となる。新規利⽤相談は 1件あり。 
活動内容としては前年度と同様、授産製品の作成とカフェ営業。 
授産製品の道の駅での販売スペースは更に縮⼩され、販売製品もガラスの浮き球を使⽤

した雑貨の 2種類のみとなった。また、新型コロナウィルスによる緊急事態宣⾔により、⿅
部町の⽂化祭が中⽌となり、函館での福祉展は展⽰のみとなった。 
カフェ営業は 9 ⽉と 10 ⽉のみの営業となるも、試験的にスムージーの販売を⾏なった。
既存の授産製品の作成とカフェ営業に加えて、来年度の農カフェオープンが決定となりメ
ニューの開発やチラシの作成、ユニフォームの発注などを⾏った。⿅部町役場保健福祉課と
の連絡協議会も毎⽉⾏ない、更には野菜の仕⼊れ先の農家さんとの関係づくりに努めた。 
  
今年度の活動を通して⾒えてきた課題もいくつかあった。 
まずは道の駅以外の授産製品の販売先の確保、授産製品のバリエーションの少なさであ

る。このことから授産製品の多くが在庫を抱えることとなった。来年度に向けては、新たな
販売先の確保することや授産製品の種類を増やすことが必要となる。 
農カフェでは来年度に向けての試験的な動きとしてスムージーを提供してみたところ、

お客様の反応は上々だった。このことを踏まえ、魅⼒的なメニューを開発するとともに、メ
ンバーが携われるような⼯程を模索していく必要がある。 
以前からの課題としてあげていた、「地域活動⽀援センターぽっぽを周知してもらうため

の広報活動」もより⼀層積極的に⾏なっていかなくてはならない。 
 
 
ビルドワークス 
・振り返り 
 作成したペンや⾰製品等は当初⾒込んでいたバザーが新型コロナウイルスにより開催さ
れず収益化は微⼩なものとなった。物作り以外の業務に従事することが多く、今後は計画の
練り直しが必要になる。引き続きメンバーが参加しやすい環境を念頭に進めていきたい。 
 
 
 
 
 



 

 

2021 年度活動⽅針（案）「⼀致団結 共に働くチャレンジ２」 
・財政基盤 
１）危機的状況にも対応できる体⼒づくり（前年度より継続） 
２）運転資⾦の確保（前年度より継続） 
３）訓練等給付、措置費に依存している体質改善（継続⽬標） 
 
・対外的活動 
１）法⼈を応援してくれるサポーターづくり（前年度より継続） 
２）企業、関係機関、⾏政との定期的なコミュニケーション（前年度より継続） 
３）社会問題や出来事への関⼼を深める（前年度より継続） 
４）SNSやポスティングなどで広告活動を⾏う 
 
・共に働く基礎（全事業所） 
１）働く、暮らす、⽀え合うことの基本を確認 
２）互いの得意・不得意を⽀えあえる作業環境のわかりやすさ 
３）各スタッフの綿密な連携と表現 
４）⾃分たちの活動を発信する 
 
・仕事づくり（就労継続⽀援 B 型 就労困難者・⽣活困窮者⽀援事業） 
１）農福連携事業を継続するための事業計画の策定 
２）⽔産加⼯品の⾃主製品販売 
３）清掃事業のレベルアップ 
４）働きやすい環境設定 

事業計画に関して思いつきやその時の空気感で進むのではなく、⽇々計画や⾏動を振り
返りアップデートしていく癖付けが今⼀番必要だと感じる。クライアントの動向や取り引
履歴の積み重ねをしっかり分析しタイミングを逃さない営業活動も⾏う必要もある。「なん
となく時間が過ぎてしまった」では、共に働くことはもとより、⼯賃を稼ぐことにすら繋が
らない。そのためにもただ⽇々の作業に従事するだけではなく、記録や報告、アップデート
ポイントなどを多く⾒つけられる体質に改善していきたい。 
仕事を作る点では請負や委託作業に依存しない仕事づくりが急務であり、農福連携事業

に関しては継続して⼒を⼊れていきたいと考える。新規就農者としてさまざまなことに取
り組み技術の向上や学習などを多く取り⼊れたい。特に⽔産加⼯品の⾃主製品は内外から
も多くの要望があるので、上半期で計画やテストを⾏い年度内に販売を開始したいと考え
る。 

清掃事業は 7 年間継続いることもあり、次のステージを⾒据えた計画が必要になる。地
域住⺠や⼤⼿企業では難しい部分も対応出来るよう模索していきたい。 



 

 

・児童⾃⽴援助ホームサイド７ 
今年度の事業展開について 

コロナ禍の影響により外部連携の機会が制限される事態となり、地域資源との連携に関
しては積極的に取り組むことができなかった。しかし、その間に他の項⽬についての取り組
みに注⼒することができ、内部の⽀援体制の再構築については想定していた⼀定の成果を
出すことができた。 
今年度は、昨年度掲げた事業計画の 4 つの重点項⽬を継承し、それぞれの項⽬において
さらに深度を増していくことを基本としながら、事業が適切にその社会的意義を果たすこ
とができるよう、地域に対しての啓発活動に取り組みや他機関等の社会資源との連携を通
して、潜在的なニーズの掘り起こしや児童福祉における課題への取り組みを協働して⾏う
ことができる体制を⽬指す。 
 
①専⾨性の意識と⽀援技術の向上 

ホーム内での課題はもちろんのこと、社会課題へ常に興味・関⼼を持ち、⾃分たちには何
ができるかを具体的に考え、発信することができるチームづくりのために、毎⽉末にホーム
会議を実施し、⽀援についての振り返りや⽅向性の確認等を⾏いながら、根拠ある⽀援を徹
底する。また、研修への参加や、定期的な職員⾯談等を⾏う。 
 
②地域資源との連携 
児童養護分野における関係機関との連携強化のほか、他分野（障がい児、引きこもり⽀援

など）とのつながりも積極的に求めていく中で、地域課題として社会的養護に取り組むこと
のできる体制を構築していく。そのために、パンフレットの作成や⺠⽣委員との意⾒交換、
協議会や児童相談所等との定期的なケースの共有、その他メディアを活⽤した啓発活動等
に取り組む。 
 
③業務の分担と効率化 

⽣活⽀援に注⼒できるよう適切な業務分担と、フォーマットやフローを適時⾒直し、改善
を図る。 
 
④ぬくもりとメリハリのある⽣活⽀援 
サイド 7 での暮らしが退去後の⽣活の良質なモデルとなるよう、⽇々の⾷事内容、誕⽣

⽇や季節ごとのイベント参加や外出を楽しむ等、職員も⼀緒になって⽇々⽣活を営んでい
く中で、⼼に残る思い出や絆を育む。 
 
 
 



 

 

・⿅部町地域活動⽀援センター 
令和 3 年度 事業計画 
１ ：ぽっぽワーク 
昨年度の振り返りにもある通り、授産製品については新たな製品の開発、新たな販路の確

保を⽬標とする。 
 

２：農カフェぽっぽ 
これまで活動してきた「カフェぽっぽ」も今年度はリニューアルして「農カフェぽっぽ」

となり、道南近郊の農作物や海産物を中⼼としたメニューを展開していく。 
メニュー構成としてはスムージー、スープ、おにぎり、スイーツを軸として考えている。 
営業しながら商品の売れ⾏きを注視し、お客様のニーズ、仕⼊れる農作物などにより新た

なメニューの試作、販売を⾏っていきたい。 
また、カフェ営業をしながら農作物の直売も⾏ない、道の駅の利⽤者だけではなく地元の
⽅達にも地域活動⽀援センターを知ってもらえるきっかけとなればいいと考えている。 
今年度のカフェ営業に関しては試⾏錯誤が多々あると思うが、関わる全員で⼒を合わせ、

まずはしっかりとした⼟台作りをしていくことが⼤きな⽬標である。 
  
３：広報活動 

まだ⿅部町内での認知度も低いため、今年度は農カフェぽっぽとしてリニューアルする
ことをきっかけとして広報活動にも⼒を⼊れていきたい。広告、Instagram、Facebook等を
活⽤し農カフェぽっぽの情報発信をすると共に、地域活動⽀援センターとしての PR活動を
⾏ない、新規利⽤者増につなげていきたい。 
  
上記提案内容においては、⿅部町⾏政とも前年度以上に密な関係性を構築していくこと

も必要不可⽋であるため、打ち合わせ等を含めたコミュニケーションを積極的に⾏ってい
く。 
 
 
・ビルドワークス 
 前年度に引き続き担当者の札幌出向が多くなるため、発展的な事業の遂⾏は難しい。ペン
の製作をはじめとした製造基盤の構築を随時進め、ハンドメイドクラフトのインターネッ
ト販売などの可能性を含めて引き続き販路の模索を検討していきたい。 
 
 
 
 



 

 

理事・監事の確認  
理事⻑  清野侑亮  
副理事⻑ 吉⽥将⼈  
専務理事 下⽃⽶貴⾏  
常務理事 沙弥和広  
幹事   今井清介  
相談役  ⽯澤 利⺒ 
 
特定⾮営利活動法⼈シゴトシンク北海道社員名簿  
１ 清野侑亮  
２ 吉⽥将⼈  
３ 下⽃⽶貴⾏  
４ 沙弥和広  
５ 岩⾕東紀  
６ 今井清介  
７ 吉⽥幸⼦  
８ 逢坂誠⼆  
９ ⼩島純  
10 森⽥隆介 
 


