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今、私たちにできること－平成２５年度事業計画－ 

ＨＰが完成しました！！ 
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 残暑厳しい毎日が続いております。

当事業所のメンバー達も、気温３０度

を超える中での農作業と、熱が籠った

調理場での弁当作りという厳しい環境

の中、毎日一生懸命作業を行ってい

ます。 

 震災から早１年半が経過しましたが、

いたる所に点在する仮設住宅や、沿

岸部の変わり果てた姿、又、警戒区域

近くにある広野農園付近の物々しい警

備体制などを目の当たりにすると、今こ

うして当たり前のように生活している事

が、嘘のように思えてきます。今の私た

ちに出来る事は何だろう、と改めて考

えさせられる毎日です。 

 当法人は、たくさんの方たちの支えを

受け、お陰さまで４期目を迎えることが

できました。「障がい者など支援を必要としている人々に対して、自立した日常生活を営み地域社会に自信を

持って参加できるよう支援を行うことにより、地域社会の福祉増進に寄与すること」を目的として活動を続けて

参りました。その結果、支援を求めるメンバーが次々と増え、第３期の期末における在籍者数は４０名、１日の

平均利用者数は１９名程となりました。現在も見学、体験を希望する方が多いことから、まだまだ市内では支援

を望む声に対して受入側の体制が不十分であると考えられます。当事業所も、今後は受入幅の拡大を視野に

入れて活動していく必要があるのでは、と思っております。 

 先日開催した理事会にて、第４期（平成２５年度）の事業計画を策定しました。当事業所は開所当初から、

自主通勤が困難な利用者に対し、送迎サービスを行っており、毎日１５人程がこのサービスを利用していま

す。広範囲に分散している為、４つのルートに分けて送迎を行っておりますが、送迎用車両は１台しか保有して

おりません。作業用車両や職員の自家用車で代用している現状な為、今期において１台増車することを計画

しております。今後もメンバーが安心して通所できる環境作りに努めていきたいと思っています。 

 農業事業では、各農園にて引き続き果樹や野菜の栽培、販売、栽培管理を行っていきます。特に、果樹の

栽培に力を入れ、ジュースなどの加工品を製造したいと思っております。また、原発事故以降縮小している納

品先の拡大を図り、安定した事業収入を確保できるよう拡大営業していく予定です。 

 未来キッチンでは、宅配弁当の新規顧客の獲得とサイドメニューの充実化を図り、事業収益拡大と利用者工

賃の引き上げをめざします。福島県の平成２３年度就労継続支援Ｂ型事業所の平均工賃は11,617円だった

のに対し、当事業所は18,000円を上回ることができました。しかし、メンバー達が自立した生活を送る為には更

なる引上げが必要です。その為にも、事業収益の拡大と安定が 大の目標となっております。フリーペーパー

や新聞等での広告やメニュー表のポスティング、役所や企業への営業により、今期は弁当外販個数１日１００

個を目指します。また、お祭りやイベントにも積極的に参加し、地域社会への参画を図っていきたいと考えてお

ります。 

 福利厚生活動としては、今期も定期的にレクリエーションを行い、メンバー同士のコミュニケーションを図って

いきます。地元を「知る」為の見学会や、農業の勉強も兼ねた果物狩り、毎年恒例のボーリング大会やクリスマ

ス会等を計画しています。 

 就労支援としては、一般就労を目指すメンバーに対し、ヒアリングを重ねながらハローワークなどでの就職活

動を促し、また協力機関との連携を図り一般就労への支援を行って行きます。当法人では現在までに７名程

一般就労に送りだすことができました。今後もメンバーの意向を踏まえた就労支援を行っていきます。 

 その他の取り組みとしては、引き続き見学者や体験者の受け入れを積極的に行っていく予定です。毎年、養

護学校からの実習生を受け入れており、今年４月には１名、新卒者が入所しました。また、認定ＮＰＯ法人化の

要件が緩和されたことにより、当法人も認定ＮＰＯ法人化を目指して手続きを進めております。 

 末永く地域に根付く法人を目指して職員一同精進していきます。今後も温かく見守って下さいますよう、お願

い申し上げます。 

（平成２４年４月２１日：県立いわき公園にて撮影） 

未来工房ＨＰでは弁当メニュー表

等を定期的に更新しています。 
http://midorinomori-f.com/ 
 miraikobo/ 

また、ブログではレクリエーション報

告などを掲載しておりますので、是

非ご覧くださいませ。 
http://midorinomori-f.com/   

 miraikobo/miraiblog/ 



 平成２４年９月現在のスタッフは、下記の通りとなっております。 

管理者                  １名（常勤・専従） 

サービス管理責任者 １名（常勤・専従） 

職業指導員       ６名（常勤・専従３名、非常勤・専従３名） 

生活支援員       ６名（常勤・専従５名、非常勤・専従１名） 

スタッフ一同、全力でメンバーをサポートしていきます。 

  

 

 平成２３年６月２日のオープン以降、ランチタイムの日替わり弁当を中心に販売し

ています。今年４月からは新メニューとしてかつ丼、ソースかつ丼の販売も開始し、

夏には冷し中華、冷しぶっかけうどんの販売も行いました。 

 また、サイドメニューの充実によりメンバーの工賃向上を図る目的で、ヤマト福祉財

団様、日本郵政様より助成金を賜り、チェルキー、カフェボール、米粉のおやき等の

製造・販売を開始しました。クッキーやパンナコッタもご好評いただき、弁当の配達

時に販売し毎回ほぼ完売となっています。 

 サイドメニューの増加に伴い、販売所が手狭と

なった為、厨房と販売所の拡張工事を行いました。

厨房が広くなったことでメンバーの作業環境の改善

を図ることもできました。店頭では弁当、惣菜の他

にサイドメニューの購入もできるようになっておりま

す。 

カフェボール 
５個１００円 

クッキー 
１袋２００円 

米粉のおやき 
１個１００円 

にんじんジャム 
100ｇ３００円 
150ｇ４００円 

パンナコッタ 
１個２００円 

チェルキー 
１本１００円 

日 月 火 水 木 金 土 

  にんじんジャム 
100ｇ300円 

150ｇ400円 

 
 

カフェボール 

５個入り１00円 
 

パンナコッタ 

マンゴープリン 
各２00円 

おやきまんじゅう 
1個100円～150円 

 
 
 

生野菜サラダ 
２００円 

 
 

1 

2 3  (   個) 
鶏照焼        118Kcal 
ｱｻﾘとわけぎのﾁﾁ ﾐ゙   64Kcal 
切り昆布の煮物       58Kcal 

4  (   個) 
豚肉の七味焼                149Kcal 
ブリ西京焼                   132Kcal 
マーボー茄子                 30Kcal 

5  (   個) 
鶏肉の香草焼                266Kcal 
和風ラタトゥイユ           45Kcal 
きのこｸﾘ ﾑーｺﾝｷﾘｴ             61Kcal 

6   (   個) 
豚肉のみそ漬焼             155Kcal 
さんまの梅煮                182Kcal 
かぼちゃのそぼろ煮        53Kcal 

7 (   個) 
メンチカツ                  173Kcal 
チンジャオロース           56Kcal 
ポテトサラダ                 97Kcal 

8 
 
 

9 10(   個) 
豚肉の中華風生姜焼  159Kcal 
鮭ﾏﾖコーンフライ     223Kcal 
茄子いり                  21Kcal 

11(   個) 
グリルチキン                230Kcal 
だし巻き玉子                106Kcal 
ドライカレー                  71Kcal 

12(   個) 
ポークソテー                176Kcal 
赤魚の煮付                    99Kcal 
焼き野菜マリネ              72Kcal 

13(   個) 
鶏肉のオーロラソース    310Kcal 
ホイコーロー                 78Kcal 
こんにゃくのおかか煮     27Kcal 

14(   個) 
ミートローフ               185Kcal 
白身魚のﾚﾓﾝしょうゆ焼   69Kcal 
きんぴらごぼう              69Kcal 

15 

16 17 18(   個) 
あじ唐揚げ                       154Kcal 
プルコギ                      132Kcal 
うの花                               58Kcal 

19(   個) 
バーベキューチキン       256Kcal 
豆腐ステーキ                 63Kcal 
春雨サラダ                    27Kcal 

20(   個) 
チーズハンバーグ          197Kcal 
塩ホッケ                       74Kcal 
あまからポテト              64Kcal 

21(   個) 
チキンピカタ               121Kcal 
しゅうまい黒酢あんかけ152Kcal 
バジルパスタ                 75Kcal 

22 

23     24(   個) 
たらフライ              160Kcal 
生春巻き                  22Kcal 
肉じゃが                 155Kcal 

25(   個) 
豚の角煮                      255Kcal 
焼きビーフン                  89Kcal 
青菜のﾋﾟー ﾅｯﾂ和え            38Kcal 

26(   個) 
さんまのぽうぽう焼       208Kcal 
スペイン風オムレツ       118Kcal 
鶏肉とかぼちゃのｵﾚﾝｼﾞ煮  71cal 

27(   個) 
タンドリーチキン          248Kcal 
ちくわのチーズ詰揚        73Kcal 
野菜の煮びたし              11Kcal 

28(   個) 
ﾐﾆスコッチエッグ         187Kcal 
ｷｬﾍ゙ ﾂとﾍﾞー ｺﾝの重ね蒸し  60Kcal 
糸こんにゃくﾋ゚ ﾘ辛炒め   17Kcal 

29 

お客様名：        ご担当者： 

連絡先TEL： 

ご住所： 

※食材仕入れの都合により内容が変わる場合がございます。 

未来キッチン 

 福島県いわき市平倉前108-9倉前ｸﾘｰﾝﾋﾞﾙ3   
 特定非営利活動法人みどりの杜福祉会  
          就労支援センター未来工房 
 〒970-8025福島県いわき市平南白土2-1-5 
   HP : http://midorinomori-f. com/miraikobo/ 

   日替わり弁当４５０円 

★★冷しぶっかけうどん冷しぶっかけうどん３８０円３８０円  

★冷し中華そば    ３８０円★冷し中華そば    ３８０円 

★デラックス弁当 ６００円★デラックス弁当 ６００円  

★カツ丼             ４５０円★カツ丼             ４５０円  

★ソースカツ丼    ４５０円★ソースカツ丼    ４５０円   

★生野菜サラダ★生野菜サラダ    ２００円２００円  
  （ご飯大盛りｻー ﾋﾞｽ・味噌汁付）  

●未来キッチン店頭では日替わり弁当の
他、ニンジンジャム、かぼちゃジャム、ビー
ズアクセサリー等を販売しております。 

 
心温まる家庭の味をお届けします 

INFORMATION 

2012年９月 

弁当注文表 

◆ご希望の個数を日付の欄に記入し、下記までＦＡＸにてご注文をお願い致します。 

◆ご注文･ご予約は前日の１７：００までにお願いします。(変更は当日朝９：００まで) 

◆電話･メールでのご注文もお受け致します。 

  ＴＥＬ：0246-24-0039  ＦＡＸ：0246-24-0100    

ＭＡ ＩＬ：m iraikitchen@m idorinomori-f.com  



平成２３年１１月１９日 

◆トマトランド収穫体験＆スキヤキパーティー◆ 

 いわき市四倉町にあるトマトランドさんにて、トマ

トの収穫体験を行いました。特別にパプリカの収

穫体験もさせて頂きました。収穫したトマトを袋

いっぱい抱えみんなご満悦でした。お昼はキッチ

ンでスキヤキパー

ティーをしました。 

平成２３年１２月１６日 

◆クリスマス会◆ 

 いわき市好間のカラオケまねきねこさんにて、

毎年恒例のクリスマス会を行いました。まずはメ

ンバー職員全員が今年の反省と来年の目標を

述べ、その後は未来キッチンのオードブルと、特

別注文したサンタのケーキを食べながら、カラオ

ケ、ビンゴ大会と

大いに盛り上が

りました。 

平成２４年４月２１日 

◆花見◆ 

 県立いわき公園にてお花見を行いました。桜は

ちょうど見頃を迎えていましたが、とても寒かったで

す！！公園の遊具で各々遊び、昼は未来キッチン

特製のオードブ

ルをみんなで食

べました。 

平成２４年７月２１日 

◆花火大会予行演習◆ 

 小名浜花火大会に出店することが決まり、テント

の設置方法と焼きそばの焼き方の予行演習をしま

した。焼きそばは浪江の太麺で、みんなで改善点

などを話し合いながらおいしく頂きました。 

平成２４年６月１６日 

◆いわき市石炭化石館「ほるる」見学◆ 

 震災後リニューアルオープンした「ほるる」に行っ

てきました。スタッフの子供も飛び入り参加し、微笑

ましくも楽しい時間を過ごせました。その後、白水阿

弥陀堂に立ちより、お昼は未来キッチンにて新製

品の試食会を行いました。 

平成２４年８月４日 

◆小名浜花火大会出店◆ 

 早朝から深夜まで、メンバー数名とスタッフ総出

で焼きそば、チェルキー、カフェボールの調理・販

売を行いました。初めての経験だったので、学ぶ

事が多かったですが、特等席で花火を満喫するこ

とができて良かったです。 

  

 

 農業活動は主に好間農園にて農作物の栽培を行い

ました。震災による断水でほぼ全ての農作物を失ってし

まった為、一からの再スタートとなりました。未来工房が

目標とする、ぶどうを用いた加工品の製造の為、まずは

ぶどうの栽培を行うための土作りと棚作りから始めまし

た。一輪車を使って何度も土を運ぶ作業はかなりの重

労働ですが、メンバーは一生懸命作業していました。ま

た、杭を打ち、ぶどう棚を作る作業も、慣れない上に作

付面積が広い為に大変な苦労をしていましたが、みん

なの根気強い努力により無事完了することができました。 

 その後も継続的に栽培管理を行った結果、夏には若干ながら実をつけることができました。

しかしまだ収穫、加工するまでには至っておりません。早

急に加工所を設置し、来年こそは販売につなげていきた

いと願っています。 

 

 好間農園では果樹の他に、ハウス等で

野菜の栽培も行っています。キャベツ、ト

マト、バジル、パセリ、じゃがいも、玉ねぎ

など、３０種類以上の野菜を栽培しまし

た。中には思うように育たなかった野菜も

あり、今後はメンバー含めて勉強会等を 

行い、おいしい野菜を作れるようにがん

ばっていきたいと思っています。 



（敬称は省略させて頂きます。） 賛助会員及びご寄付下さった皆様に、心より御礼申し上げます。 

発行元：特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

                 就労支援センター未来工房 

    事業所 

         福島県いわき市平南白土２－１－５ 

      TEL:050-5561-1433   
      FAX:0246-35-0016 
      MAIL:miraikoubou@midorinomori-f.com 
      URL:http://midorinomori-f.com/miraikobo/ 
    

     宅配弁当未来キッチン 

      福島県いわき市平倉前１０８－９ 倉前クリーンビル３ 

      TEL:0246-24-0039 
                FAX:0246-24-0100 
      MAIL:miraikitchen@midorinomori-f.com 
    営業日：月～金曜日（祝・祭日を除く） 

賛助会員募集のお願い ご協力、ご支援よろしくお願い致します。 

  

当法人の活動に賛同し、資

金面で運営を支えて下さる

賛助会員を募集致します。 

  

入会金    １，０００円    

年会費 １口３，０００円 

 

 

 （お振込先）ゆうちょ銀行             

            口座名  特定非営利活動法人みどりの杜福祉会 

        口座番号 ０２２８０－２－７３２２０ 

                    当法人は、認定ＮＰＯ法人を目指しております。 

編集後記 ： ●昨年秋、福祉作業所に詳しい方が視察に見えました。視察後、「未来工房の雰囲気は、私の知る幾つかの作業所の雰

囲気とは全然違いますね。明るく、温かい雰囲気です。これなら、明日行きたくない、という人はいないでしょうね。」とのご感想を頂きまし

た。●愛と自由をキーワードに、一人ひとりが温かく支え合って働ける未来工房を目指している私たちには、嬉しいご感想でした。それだ

けに、これからも精進しなければと、心を新たにいたしました。●一方、福島原発四号機を巡って、危険な状態だ、いや大丈夫そうだとい

う、もやもやの雰囲気が漂い、さらには核燃料棒の運び出し途中、大地震や津波が襲ったら、前回の災害を超える規模の災害になるの

ではないかなど、地元の私たちは大きな不安を拭いきれません。さらに追い打ちをかけるように、放射能に汚染された双葉郡は、もう人

間が住めないから、核燃料のゴミ捨て場にしたらどうかという、いわゆる中間処理場にしようということが検討されているとの噂が現実味を

帯びてきました。しかし、このような不安定な状況のなかでも、私たちは真摯に生き抜かねばなりません。私たちには、背を押し励まして

下さる、多くの賛助会員の皆様がいらっしゃいます。その意味で、深く深く感謝いたします。固い握手をお送りいたします。 

                                                                       （記：新田目 建） 

平成２４年５月、ヤマト福祉財団様よりご支援

頂き、半自動焼きまんじゅう機、ホットショー

ケース、カフェボールベーカー、チェルキー製

造機を導入しました。これによりサイドメニュー

の充実を図ることができました。 

平成２４年３月、郵便事業様の年賀寄附金の

配分を受け、スチームコンベクションオーブンを

導入しました。これにより弁当の品質向上と、

新商品開発によるサイドメニューの充実を図る

ことができました。 

平成２３年１２月、日本財団様よりご支援頂

き、送迎用の車両を導入しました。開所以降メ

ンバーが増え続け、送迎希望者も増加した為

に、送迎用車を導入し、今後も継続して送迎

サービスを行えるようになりました。 

平成２３年９月、ＮＨＫ厚生文化事業団わか

ば基金様よりご支援頂き、弁当配達用の車

両を導入しました。これにより販売ルートが

広がり、利用者工賃向上の為の事業収益

拡大が期待できるようになりました。 

平成２４年６月２２日、当法人事業所内において、定時理事会を開催しました。平成２

４年度事業報告および収支報告、平成２５年度事業計画および収支予算報告を行

い、全員一致で承認可決されました。 

Ⅰ Ⅰ
1 9,656,168 1

2 272,000 1,874,469
3 2,626,441 276,548

4 35,995,389 228,065
5 5,088,286 6,816,692

53,638,284 9,195,774
Ⅱ 2

1 3,927,316
(1) 6,585,432 3,927,316
(2) 3,825,784 13,123,090

10,411,216 Ⅱ
2 1

(1) 18,437,151 415,000
(2) 18,127,067 873,298

36,564,218 2,552,176
46,975,434 139,241

6,662,850 3,979,715
Ⅲ 3,979,715

1 7,757,742 Ⅲ
7,757,742 3,452,162

Ⅳ 506,250

1 9,228,867 965,617 4,924,029
9,228,867 . 4,924,029

5,191,725 Ⅳ
-972,379 -972,379

4,219,346 5,191,725
4,219,346

13,123,090

正味財産の部

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計
負債 、剰余金 及び正味財 産合計

剰余金の部

国庫補助金等積立金

工賃変動積立金
設備等整備積立金

剰余金合計

未払金
未払費用

預り金
流動負債合計

負債合計

売掛金
原材料

流動資産合計

固定資産

平成２４年度　貸借対照表
平成２４年４月３０日現在

特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
（単位：円）

金額

固定資産合計

資産合計
負債の部

流動負債
短期借入金

有形固定資産

次期繰越正味財産額

特別損失

経常外費用計

科目
資産の部

流動資産
現金預金

未収入金

特別利益

経常外収益計

経常外費用

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

その他経費

経常費用計

管理費計

当期経常増減額

経常外収益

事業費計

管理費
人件費

経常収益計

訓練等給付費収入

その他収益

経常費用

事業費
人件費

その他経費

経常収益

事業収益
受取会費等

受取寄附金

金額

平成２４年度　活動計算書
平成２３年５月１日から平成２４年４月３０日まで

特定非営利活動法人みどりの杜福祉会
（単位：円）

科目


