
第 2号議案 

平成２５年度事業報告書 

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

ＮＰＯ法人どんまい 

 

１ 事業実施の方針、活動について 

共同生活介護事業所どんまいハウスでは、精神障がい者の方の社会促進を目指し、当事者の方が安心して自

分らしく地域で暮せるように生活の場、相談サポート体制を充実させました。また、地域移行支援事業による

退院促進の一環として、今年度も松山市とグループホーム等活用型外泊体験事業、及びショートステイ事業の

居室確保の委託契約を行い、社会的入院を余儀なくされている方の外泊体験や、家族や住宅環境に問題が生じ

入院の必要がないにも関わらず入院せざるを得ない状況になった当事者の方の外泊体験、ショートステイ事業

に寄与しました。また、今年度は２名の方がケアホームから、より自立した地域での単身生活へと移行でき、

自分の生活を取り戻されました。 

 

就労継続支援Ｂ型事業所どんまいクラブは、平成２５年３月末現在で定員２０名、登録者数２８名、平成２

５度平均通所者数１９．９名となっております。主な授産事業は施設外支援として現在１１棟のマンション清

掃業務を行っております。愛媛県障害者工賃向上支援アドバイザー派遣事業を利用し、効果的な陳列やバザー

でのメイン商品の開発等、利用者と話し合い、工夫することで工賃向上に向け、意識を高めるよう努めました。 

 

就労継続支援Ｂ型事業所ゆっくりクラブは平成２５年３月末現在で定員３０名、登録者数４７名、平成２５

度平均通所者数２６.３名となっております。今年度から弁当・印刷事業ともに共同受注に参加し、営業活動も

行うことで順調に売り上げを伸ばしております。利用者の工賃が向上することで利用者自身の自信に繋げるき

っかけとなりました。また、一人ひとりに合った支援を行うことで作業への個々の責任感や役割も少しずつ明

確になってきております。 

 

指定一般・特定相談支援事業所まいんは、平成２５年３月末現在、契約数は計画相談（２４名)、地域移行相

談（１名）です。計画相談では、利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切

な相談、助言、援助等に努め、サービス利用計画書の作成及び評価を行いました。地域移行については、一人

でも多くの人が地域での生活を取り戻せるよう、退院を目指す長期入院の利用者の相談、支援を行っています。 

 

法人としては松山市の地域移行検討会への参加、ピアサポートマネージャーとしての協力、ピアサポーターの育成、

法人連絡協議会への参加、こころの健康フォーラム実行委員会への参加、各大学、専修学校から実習性の受け入れな

ど、地域の精神保健福祉関係事業に積極的に参加協力した。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 実施日時 実施場所 

従事者の 

人数 
人数 

支出額 

(千円) 

障害者総合支援法

に基づく障害者福

祉サービス事業 

共同生活介護事業所 

どんまいハウス 

4月 1日 

～3月 31日 
松山市内 ２２名 

松山市内の精

神障害者28名 
61,077 

就労継続支援Ｂ型事業所 

どんまいクラブ 

4月 1日 

～3月 31日 
松山市内 ６名 

松山市内の精

神障害者29名 
27,828 

就労継続支援Ｂ型事業所 

ゆっくりクラブ（主たる、従た
る事業所） 

4月 1日 

～3月 31日 
松山市内 ７名 

松山市内の精

神障害者50名 
54,971 

障害者総合支援法に

基づく相談支援事業 

一般・特定相談支援事業所 

まいん 

10月 1日 

～3月 31日 
松山市内 １名 

松山市内の精

神障害者24名 
2,436 

その他、当法人の目的

を達成するための事業 

内外主催の研修会、他事業所の

交流会、勉強会、実習生受け入

れなど 

4月 1日 

～3月 31日 
松山市内 ３６名 

全職員、実習

生 
591 

 



平成２５年度ＮＰＯ法人どんまい活動報告書 

 

 

4/1     どんまいクラブ職員１名入職、どんまいハウス職員１名入職 

4/22     どんまい便り１６号発行 

5/1     第 36回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

5/8     職員研修「区分認定の面談調査サポートについて 」 

5/14     法人連絡協議会出席（部長） 

5/15     ＮＰＯ法人ほっとねっと口笛内覧会、 

5/16     地域生活移行検討会（職員１名） 

5/18     第１２回ＮＰＯ法人どんまい社員総会 

5/21～26   河原医療福祉専門学校実習生（ゆっくりクラブ） 

5/22     明星会総会出席（職員２名） 

5/23     地域移行支援事業報告会 

5/26     どんまいハウスこだち町内会防災訓練参加（利用者４名、職員１名） 

6/1     オレンジスピリッツ参加（利用者３名、職員３名） 

一般財団法人創精会ふれあいまつり 

6/4     ピアサポート活動（こだち） 

6/5     ふれあいスポーツ広場東温大会参加（利用者１０名、職員３名） 

6/7     ピアサポーターの集い（法人ピアサポーター） 

6/9     チャリティー・サマーリサイタル 

6/11     どんまいクラブ消防点検、ピアサポート活動（こだち） 

6/12     松山市総合防災の消防設備点検（各施設） 

6/13     こころの健康フォーラム幹事会 

6/14     ピアサポート活動（こだち） 

6/20     地域生活移行検討会（職員１名） 

6/26     第１５回ひばり杯バレーボール記念大会（利用者７名・職員２名） 

6/27     こころの健康フォーラム幹事会 

6/28     きらりの森「プティパ」プレオープン見学 

6/29     愛媛県精神障害者地域生活支援協議会 

7/3     第 37回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

7/9     法人連絡協議会出席（部長）、ピアサポート活動（こだち） 

7/11     こころの健康フォーラム運営委員会  

7/14     ピアサポート活動（こだち） 

7/16     ピアサポート活動（こだち） 

7/18     地域生活移行検討会、ピアマネージャー等連絡会（職員１名） 

7/21     障害者職業センター業務説明会 

7/22～23   愛媛県障害者相談支援従事者初任者研修（職員２名） 

7/22     こころの健康フォーラム運営委員会、消防訓練（どんまいハウスこだち） 

7/23     消防訓練(どんまいハウスいずみ・本町) 



 

 

7/24     相談支援事業所まいん消防立ち入り検査 

7/27     こころの健康フォーラム幹事会 

7/31     運営委員会 

8/6     ピアサポート活動（こだち） 

8/8     ピアサポート活動（松山記念講習） 

8/15     相談支援事業所メンバー説明 

8/19、21   実習生振り返り 

8/24     第８回ＮＰＯ法人どんまい夕涼み会（参加者９８名） 

8/28     精神保健福祉分野のネットワーク強化のための研修会 

8/30     ピアサポート活動（本町） 

9/2     愛媛県障害者相談支援従事者初任者研修（職員２名） 

9/4     第 38回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

9/6     法人全体会議 

9/9～11   実習生（四国中央医療福祉総合学院） 

9/10     法人連絡協議会出席（部長）、ピアサポーター交流会（職員） 

9/11     松山看護専門学校生６名見学 

9/15     こころの健康フォーラム運営委員会 

9/19～10/1  実習生受け入れ（四国中央医療福祉総合学院） 

9/19     ピアマネージャー等連絡会、地域生活移行検討会（職員１名） 

9/30     どんまい便り１７号発行 

10/1     指定一般・特定相談支援事業所まいん開設、ピアサポーター活動 

10/4     ピアサポーターの集い、ピアサポーター交流会（保健所） 

10/12    バレーボールサークル活動（道後身障者センター） 

10/13    新玉地区秋季大運動会（職員２名） 

10/17    ピアマネージャー等連絡会、地域生活移行検討会（職員１名） 

10/20    愛媛県精神障害者バレーボール選抜チーム説明会（職員１名） 

10/23    障害福祉サービス事業者等支援事業研修（職員２名） 

10/29    スポレク・バレーボール大会（道後身障者センター） 

10/30    愛媛県障害福祉サービス事業者集団指導（職員２名） 

11/6     第 39回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

11/7     接遇・マナー研修（職員１名） 

11/11    こころの健康フォーラム幹事会、ピアサポート打合せ（職員３名） 

11/12    法人連絡協議会出席（部長） 

11/15    ピアサポーターの集い（職員 4名）、ピアサポート活動 

11/16    こころの健康フォーラム味生地区（職員１名） 

11/17    ピアマネージャー連絡会、地域生活移行検討会（職員１名） 

11/18    職員研修「就労移行について」（講師：きらりの森） 

11/21    こころの健康フォーラム担当者会（職員２名） 



 

 

11/26    どんまいクラブ１名入職 

11/28    こころの健康フォーラム運営委員会（職員１名） 

12/5     感染症予防対策研修会（職員１名） 

12/7～8   精神保健福祉士会中四国大会（職員２名） 

12/9     こころの健康フォーラム幹事会（職員１名） 

12/10    四国ブロックセミナー研修（職員２名） 

12/12    愛媛医療福祉専門学校見学（ゆっくりクラブ・どんまいハウス） 

12/13    法人忘年会（社員、職員） 

12/16    どんまいハウス１名入職、救急法研修（職員２名） 

12/17    県ピアサポーター会議（どんまいハウスいずみメンバー） 

こころの健康フォーラム担当者会（職員２名）、どんまいハウスこだち防災訓練 

12/19    地域生活移行検討会（職員１名）、どんまいハウス本町・いずみ防災訓練 

1/6     こころの健康フォーラム幹事会（職員１名） 

1/8     第 40回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

1/11～12   サービス管理責任者研修（地域生活）（職員３名） 

1/14     法人連絡協議会出席（部長） 

1/17     ピアマネージャー連絡会、地域生活移行検討会（職員１名） 

1/20     どんまい便り１８号発行 

1/21     松山市人権教育研究会分科会（職員１名） 

1/22     松山市障がい者総合支援協議会見学（どんまいハウス職員、メンバー） 

1/23     ピアサポーター交流会（サポーター、職員１名） 

2/5     松山福祉園見学（理事・管理者） 

2/8～9    愛媛県障害者虐待防止対策セミナー（職員４名） 

2/10     こころの健康フォーラム幹事会（職員１名） 

2/13     こころの健康フォーラム展示担当者会（職員２名）、本町浄化槽清掃 

2/18     市民後見人養成講座実習生受け入れ（どんまいクラブ） 

2/20     ピアマネージャー連絡会、地域生活移行検討会（職員 1名） 

2/22     あみ四国ブロック研修会（参加者２名） 

3/3     福岡患者会わらびの会見学 

3/3～18   聖カタリナ大学実習生受け入れ 

3/5     第 41回精神保健福祉支援連絡会議（松山市総合福祉センター） 

3/8     ピアマネージャー連絡会、地域生活移行検討会（職員１名） 

3/9     こころの健康フォーラム開催 

3/11     法人連絡協議会出席（部長） 

3/12     松山市保健所研修会（職員５名） 

3/17     障害者施策等に関する説明会（職員３名） 

3/22     ＮＰＯ法人ほっとねっと１０周年記念事業（職員７名） 

 



第4号議案 

平成２６年度事業計画書（案） 

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

ＮＰＯ法人どんまい 

１ 事業実施の方針 

法人は、障害者共同生活援助事業所、障害者就労継続支援Ｂ型事業所、一般・特定相談支援事業所の経営を事業

の柱として、精神障害者の主体性、選択性を尊重した仲間作り、生きがい作り、障害者の人権に配慮したまちづく

りに寄与したいと考えます。 

 

①  共同生活援助事業所“どんまいハウス”では、法改正により名称が共同生活介護事業所から共同生活援助事

業所と変わり大幅な内容見直しとなりましたが、目的は従来通りで、社会的入院を余儀なくされている方たち

の退院後の生活のサポートが出来る“どんまいハウス”（こだち、いずみ、こもれび、わかば、ひなた）の事業

を運営し、退院先の受け皿の一つとしての機能を果たします。また、入居者の権利やニーズを尊重しながら、

当事者の方が安心して地域生活を送れるように支援します。 

②  就労継続支援Ｂ型事業所“どんまいクラブ”では、利用者に対して就労の機会や生産活動の機会を提供する

と共に適切な指導、訓練を継続して、利用者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援を行

っていきます。２６年度も施設外支援として対象１１物件のマンション清掃を継続いたします。委託作業や自

主製品の開発、販売を行い、工賃向上に向けて計画的に事業を展開していきます。 

③  就労継続支援Ｂ型事業所“ゆっくりクラブ”では、日中活動や生産活動、その他の活動機会の提供を通じて、

その知識及び能力の向上のために必要な支援をすると共に適切な指導、訓練を行っていきます。弁当配食事業

は従来の配食事業に加え、県庁での共同販売に取り組み、さらなる工賃の向上を目指します。また、作業を通

し、利用者一人一人にあった支援を行うことで、地域・社会とのつながりや就労移行など、利用者のニーズに

応えられるよう事業展開していきます。また従たる事業所では印刷事業は事業成績も安定的に上昇しており、

地域の法人や行政より仕事を請け負うことができるようになりました。利用者のスキルも確実に上積みができ

ており、今後の一人一人の生活設計に役立つ力をつけています。今年度中に従たる事業所を単独事業所として

設立することとし、準備を進めていきます。 

④  一般・特定相談支援事業所“まいん”では、地域移行支援事業・地域定着支援事業計画相談において、長期

に入院している精神障がい者の方、また地域生活の維持が困難になっている方が出来る限り地域で自分らしい

安心した生活を送れるように、必要なサービスの調整や支援を行います。また、計画相談では個別ニーズに対

応できるよう、適切な相談、助言、援助等に努め、本人の希望する生活を実現できるよう、サービス利用計画

書の作成及び評価を行います。 

⑤  法人として地域の活動、行政の事業等に積極的に協力参加し、役割を果たせるべく進めていきます。  

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施日

時 
実施場所 

従事者の

人数 

受益対象者 

の範囲及び 

予定人数 

支出見込額 

(千円) 

障害者総合支援法

に基づく障害者福

祉サービス事業 

共同生活援助事業 

どんまいハウス 
通年 松山市内 ２２名 

松山市内の精神

障害者３０名 
57,500 

就労継続支援Ｂ型事業 

どんまいクラブ 
通年 松山市内 ６名 

松山市内の精神

障害者約３０名 
31,100 

就労継続支援Ｂ型事業 

ゆっくりクラブ 
（主たる、従たる事業所） 

通年 松山市内 ７名 
松山市内の精神

障害者約５０名 
53,870 

障害者総合支援法に

基づく相談支援事業 

一般・特定相談支援事業所

まいん 
通年 松山市内 １名 

松山市内の精神

障害者約５０名 
5,030 

その他、当法人の目的

を達成するために必要

な事業 

内外主催の研修会、他事業

所との交流会、勉強会など 
通年 松山市内 ３５名 全職員及び実習生 1,000 
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