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インクルージョンボール

糸がほつれて使用不可となった硬式球を、
障がい者就労支援施設で修繕・再生していただき、再利用・再活用を促す事業

事業内容

障がい者就労支援
×

野球振興
×

情操教育
×

インクルーシブな社会

NPO法人北海道野球協議会

NPO法人 就労ネットうじ
工賃：100円／球
対象：関西を中心に250以上の学校・チームが参画

“「ものを大切にする心から、人との繋がりを生み出していく」
針と糸で思いで、一球を仕上げていきます。

エコボールの修繕費・協賛金は全てスタッフの工賃に還元しています。
エコボールは障がいのある人と多くの皆さんを繋ぐ「仕組み」です。この仕組みを通して、

全国の作業所と野球に取り組む多くの方たちが繋がり、
活動が広がって、大きな「うねり」となることを願います。“

高校・大学の

野球部など
障がい者

就労支援施設

北海道モデルを

モデルケース ©NPO法人就労ネットうじ

インクルージョン（inclusion）＝“包括”・“包含”
ソーシャルインクルージョン＝「すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、
社会の構成員として包み支え合う」こと。（厚生労働省）

エコボール



野球振興・情操教育・障がい者就労支援を目的に、
NPO法人北海道野球協議会が主催
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Operation
パートナー

Reborn
パートナー

Reuse
パートナー

Material
パートナー

Logistic
パートナー

＆
障がい者就労支援施設

（石狩）

プロジェクト構図

NPO法人北海道野球協議会

ボールの回収 ボールの修繕 ボールの輸送 事務業務
糸・針などの
必要資材

様々なパートナーにご賛同いただき、
それぞれが持つリソースを提供し合うことで、
このプロジェクトが実現いたしました。

Fundraising
パートナー

修繕工賃
一部負担



NPO法人北海道野球協議会

Reuseパートナー（参加校）※2019年10月現在

№ 学校名 № 学校名

1 小樽潮陵高校 23 函館工業高校

2 小樽水産高校 24 函館水産高校

3 岩内高校 25 七飯高校

4 北照高校 26 知内高校

5 釧路江南高校 27 函館ラ・サール高校

6 釧路工業高校 28 奥尻高校

7 釧路北陽高校 29 函館大学附属有斗高校

8 武修館高校 30 函館大学附属柏稜高校

9 中標津高校 31 市立函館高校

10 別海高校 32 札幌琴似工業高校

11 釧路工業高等専門学校 33 江差高校

12 釧路東高校 34 札幌手稲高校

13 室蘭清水丘高校 35 江別高校

14 苫小牧東高校 36 札幌東高校

15 苫小牧工業高校 37 札幌北高校

16 登別青嶺高校 38 留萌高校

17 苫小牧工業高等専門学校 39 旭川東高校

18 白老東高校 40 北見工業高校

19 富川高校 41 北見商業高校

20 浦河高校 42 網走南ヶ丘高校

21 函館中部高校 43 遠軽高校

22 函館西高校 44 斜里高校

No 学校名 No 学校名 No 学校名 No 学校名 No 学校名 No 学校名

1 札幌手稲高校 16 小樽水産高校 31 市立函館高校 46 旭川商業高校 61 中標津高校 65 札幌大学

2 札幌琴似工業高校 17 岩内高校 32 江差・上ノ国高校 47 旭川明成高校 62 別海高校 66 北翔大学

3 江別高校 18 北照高校 33 函館陵北高校 48 旭川南高校 63 釧路工業専門学校 67 札幌学院大学

4 札幌東高校 19 倶知安高校 34 函館商業高校 49 旭川竜谷高校 64 釧路東高校 68 岩見沢教育大学

5 札幌北高校 20 小樽桜陽高校 35 室蘭清水丘高校 50 旭川大学付属高校 69 北海道大学

6 札幌大谷高校 21 函館中部高校 36 苫小牧東高校 51 北見工業高校 70 北海道東海大学

7 札幌龍谷高校 22 函館西高校 37 苫小牧工業高校 52 北見商業高校 71 星槎道都大学

8 北星学園大学付属高校 23 函館工業高校 38 登別青嶺高校 53 網走南ヶ丘高校 72 北海学園大学

9 東海大学付属札幌高校 24 函館水産高校 39 苫小牧工業専門学校 54 遠軽高校 73 札幌大谷大学

10 岩見沢西高校 25 七飯高校 40 白老東高校 55 斜里高校

11 クラーク記念国際高校 26 知内高校 41 富川高校 56 留辺蘂高校

12 岩見沢緑陵高校 27 函館ラ・サール高校 42 浦河高校 57 釧路江南高校

13 岩見沢東高校 28 奥尻高校 43 鵡川高校 58 釧路工業高校

14 岩見沢農業高校 29 函館有斗高校 44 留萌高校 59 釧路北陽高校

15 小樽潮陵高校 30 函館柏陵高校 45 旭川東高校 60 武修館高校

高校64校

大学9校



NPO法人北海道野球協議会

Rebornパートナー（参加施設） ※2019/7/5現在

No 事業所名 エリア

1 さくらトータルサービス合同会社 札幌市中央区
2 就労継続支援B型事業所 杜の風 札幌市中央区
3 札幌NFC就労B型おおぞら 札幌市白石区
4 障害福祉サービス事業所りあん 札幌市白石区
5 一般社団法人札幌福祉就労支援センター希望の道 札幌市東区
6 一般社団法人札幌福祉就労支援センターライズホーム道 札幌市東区
7 一般社団法人札幌福祉就労支援センターライズホーム桜 札幌市東区
8 就労継続支援B型事業所けさらん 札幌市東区
9 株式会社イクスクルー 札幌市豊平区
10 ライフテンダー札幌 札幌市中央区
11 ドリームセンターあいあい 札幌市北区
12 社会福祉法人 北海道リハビリー 札幌市豊平区
13 雪ん子セルフサポート 札幌市豊平区
14 いちょうの会 札幌市北区
15 多機能型事業所 シーウェル 札幌市豊平区
16 NPO法人 ガイドポスト 札幌市東区
17 なないろ 札幌市東区
18 作業所カムイ 札幌市北区
19 多機能型事業所 あずあいむ 札幌市西区
20 あっぷる 札幌市中央区
21 就労継続支援A型事業所アウルの杜 札幌市清田区
22 株式会社セピア 札幌市豊平区
23 地域共同作業所 らふ 札幌市厚別区
24 クラブハウス コロポックル 札幌市豊平区
25 のまる厚別 札幌市厚別区
26 (株)KandO鶴の郷 札幌市南区
27 多機能型事業所ソウアライブ 札幌市東区
28 就労移行支援事業所エールアライブ 札幌市東区
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パートナー・サポーターについて

インクルージョンボール事業では、各種パートナーとサポーターを募集しております。

自社でお持ちの
リソースを
活用し
事業の

継続・発展に
貢献いただける
企業・団体

パートナー

________
パートナー

内容は相談

事業全体を資金面で下支えしていただける協賛企業・団体

サポーター

サポーター サポーター サポーター サポーター …
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パートナー・サポーターについて

パートナー・サポーター権益は下記の通りです。

○○はNPO法人北海道野球協議会の
“インクルージョンボール”の

サポーターです。
呼称権

インクルージョンボールのロゴマークをご使用いただけます。

商標権

■NPO法人北海道野球協議会の専用ページでのご紹介＆御社サイトへのリンク
http://www.npo-89kyougikai.or.jp/2019i_ball.html
■関係団体との各種コミュニケーション媒体におけるご紹介
■贈呈式や交流会などイベント・セレモニー（詳細未定）へのご招待

露出

協賛金：10万円／口（税抜）協力

パートナー サポーター

○○はNPO法人北海道野球協議会の
“インクルージョンボール”の

○○パートナーです。

運用協力
リソース提供

1年間期間

http://www.npo-89kyougikai.or.jp/2019i_ball.html


NPO法人北海道野球協議会

-----お問合せ先-----
NPO法人北海道野球協議会

E-mail：npo-5589@joy.ocn.ne.jp


