
リアン文京 ワークプレイスぶんぶんってどんなところ？

Ａグループ▶ 一般就労を目指し建物内清掃やカフェのキッチン業務を中心にバリバリお仕事するグループ
Ｂグループ ▶ 個々のペースを大切にしながら受注作業などを行なう福祉就労グループ

清掃
「文京総合福祉センター」の建物清掃を行
なっています。共用部分である廊下や駐輪場、
トイレやお風呂などの清掃とゴミ回収をしてい
ます。
また、区内区外の福祉施設へ行って清掃する
外部清掃のお仕事も行っています。
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「すきなこと・得意なことをしごとに」

受注
企業の皆様から頂くＤＭ等の封入・封
緘・発送、手工芸パーツの計量・袋詰め、
乾物の計量およびパッキング、パンフ
レットへの修正シール貼りなどの作業を
行なっています。

自主生産
「みんなの工房」という自主生産品製作グ
ループで、絵画や型染の商品製作をしています。
型染商品は東京都の工賃向上事業の一つとして
立ち上げられた「就労施設の自主生産品を扱う
セレクトショップＫＵＲＵＭＩＲＵ」でも販売
しています。

カフェ・外部販売・キッチンカー
施設一階エントランス部分で「カフェＢＵＮＢ
ＵＮ」を運営しています。またカフェのオーブ
ンで焼いたパンを企業様や専門学校様にお持ち
し販売する外部販売も行っています。
キッチンカーでは、休日などに各所で開催され
るイベント等に出店させていただき出来立ての
お料理をたくさんのお客様にお届けしています。
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ぶんぶんの思い
障害のある人たちも地域で生活している「生
活者」であり、その地域に貢献することは地域
の一員としての存在意義を示すだけでなく一人
ひとりの自信に繋がる活動であると考えていま
す。

やりがいのある仕事と
住み慣れた地域での生活

一般企業等での就労が難しい障害のある方にお仕事の機会を提供し
「働く」ことをサポートしています。

Ａグループ▶ Ａ型：雇用契約を結び最低賃金を保障
Ｂグループ ▶Ｂ型： 雇用契約は結ばす工賃を支給

ぶんぶんの
強みを活かした
「社会貢献」とは？ リアン文京

公式キャラクター
ぶんにゃん



＆ ぶんぶんキッチンカーの戦略カフェBUNBUN

リアン文京・プレイスワークぶんぶん

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
活
用
し
た
社
会
貢
献

カフェBUNBUN
外部販売

利用者参加

企業、地域との参加
イベントへの参加

寄付食品：
仕分け、生活困窮世帯へお届け
てらまっち食堂：生活困窮世帯
の中高校生への学習・食事支援
夢の本箱：リサイクル本の回
収・販売を通じて一部売上をこ
ども食堂へ寄付

キッチンカー

コミュニティカフェ

利用者の
社会貢献

地域イベントへ参加
地域と触合い交流

縁が和カフェ：地域サロン
カフェコン：
地域の音楽と触合いコンサート

地域

企業

学校

団体

福祉

製パン・製菓

キッチンカーを活用した社会貢献

・ぶんぶんは「食」
を通じた社会貢献が得意
・ぶんぶんの「強み」で
あるキッチンカーを活か
した取り組み
・お出かけして
地域をつなぎます
・協力企業の地域
にお出かけします

廃棄食品
もったいない



着眼点 小さなソーシャルアクション
まちなか食堂で環境にやさしいワークショップをしたら

ステキなことがおきるかも
１「食」 ▶ 調理室・カフェ・キッチンカーを使って食を通じた交流をしています
２「環境」 ▶ 子どもも大人も楽しめる環境学習をしています

障害者の方々とエコを意識した自主製作品を作っています
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「おいしく食べて・しっかり学んで・楽しく地域をつなげる」

環境にやさしいワークショップの開催
子どもも大人も楽しみながら学べます

アクリルたわしでエコ

MY箸つくり

ペットボトルから楽器♪

いろいろなエコバックを
作って使おう

リアン食堂
はじめましての挨拶で
誰でもどうぞの食堂です

リアンクッキング
いろいろな年代の方々が
料理して食べてつながっ

ています



※上記見積書は、
A4両面モノクロ3枚（6頁）左上ホチキス止めの場合

＜コスト比較＞
①ワークプレイスぶんぶん350部の場合 ＝ 7,700円
②ラクスル350部の場合 ＝ 6,865円



６．スケジュール
10月から2月

8．目標

２．狙い

３. 事業名

１．現状分析

５．対象と事業概要

４．提案
ポイント

あなたのまちへ ~ムダゼロキッチン~

500食/キッチン回数3回以上/新規つながり5団体・2百人

①ダイバーシティ・インクルージョン
少子化高齢化が進む昨今ではあるが、地域共生社会のまちづくりが急
務、そのためにこどもからおとなまで障害の有無にかかわらず全世代
層が多様性を包摂する共生社会の実現に貢献したい
また、障がい当事者が社会参加、福祉のまちづくりに主役として参画
してもらいたい

➁持続可能な地域社会のまちづくり
企業・商店・福祉・学校・地域・個人などでSDGsに対する関心や取
組みの増加。リアンでも「わたくし事」として積極的に実践したい。
特に喫茶や売店・給食を営んでいるので「食品ロス」の課題は重要

①理念「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」
➁ミッション「ひとと人、人と地域をつなげ絆社会を実現する」
➂担当者コメント 明日から「おはよう」とあいさつできる人が
ご近所に一人でも増えたら素敵なことだと思いませんか?

微力ながらもほっこりと会釈できる地域の関係作りを目指します

①フードドライブで食材あつめ
みんなで無駄になる食品をなくす
呼びかけ! フードドライブを実施
②無駄になる食品で美味しい献立
集まった食材で献立を考える
➂会場探しとキッチンカーの出張
趣旨に賛同するみなさんの地域に
キッチンカーが出動
④ムダゼロキッチンの実施
みんなで考えた料理をおふるまい
みんなで食べて楽しく地域交流
食べて、語って、笑って、楽しむ

①こどもからシニアま
で障害のあるなしに限
らず全世代層が対象

➁企業・商店・福祉・
学校・地域・個人など
でSDGsや共生社会の
まちづくりに興味関心
のある人

あなたのまちへ~ムダゼロキッチン~ 提案書

おいしく食べて！
しっかり学んで !

みんなで楽しみ !

地域がつながる !
みなさんに呼びかけて、そのままでは廃棄してしまう食糧を持ち寄り、キッチンカーでクッキングして、
地域のみなさんにおふるまい! こどももおとなも持ち寄りムダゼロ料理を食べながら、「食糧ロスの問題」
に焦点を当て、持続可能な地域社会の実現に向けたSDGsの啓発イベントを同時開催 ! 準備から当日運営
には障害をもつ利用者も参加 ! 協力企業の地元にもおでかけ! 地元の福祉と企業をつなげます!

■キッチンカーによる社会貢献 ■障害者の社会参加 ■食品ロスの解消とSDGsの促進 ■食事を介した共食による地域交流

7．費用
50万円

9．期待される効果
★地域ネットワークの拡充

①みんなで学ぶ環境学習
キッチンに参集したみんなでSDGs

などの環境学習を学ぶ機会にする
➁みんなで楽しくエコゲーム
みんなでSDGsなどを学ぶゲームや
クイズを実施し、楽しく交流
➂みんなで廃材活用の製品づくり
廃棄素材の活用やプラスチック削
減に関するワークショップの実施
当日作ったものはおみやげに!

④SDGs 食品ロスの啓発グッズ配付
配付グッズの袋詰め作業などは利用者

①持続可能なキッチン活動へ
来年度はムダゼロキッチン・コン
テストなどへ継続していく
②SNSなどによる拡散
活動の様子をSNSなどで拡散、賛
同者を拡大、SDGsの地域活動へ
➂協力企業に地元福祉施設を紹介
協力企業に地元の福祉施設を紹介
④集めた食材は100％活用
残った場合は、リアンのこども食
堂、地域のこども食堂のネットワ
ーク、個人宅、飼料や肥料へ転用

★リアンの想い★

現代社会は、「孤独と疎外の時代」です。人々は、助け合うことを忘
れ、自分のことで精いっぱいです。障害のあるなしに関わらず、現代
人は全世代で何かしらの「生き辛さや生活のしづらさ」を感じていま
す。地域社会に連帯と協働のしくみが必要です。応募企画がその一助
となればと思いました。

★問題意識★ ★応募の動機★



11月2日文京総合福祉センター祭り内
ムダゼロキッチン開催
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採れ過ぎてしまった食材！
廃棄寸前の食糧で調理
芋煮を提供・玉ねぎを配布

リユース食器と間伐材竹で作った
お箸を使用し500食を配布。



ムダゼロキッチン

豆腐油揚：OSAGARI絵本
（株式会社ブギ）様

野菜類 ：障害者施設
ラスター 様
希望の里 様

社会福祉法人
日輪 ラスター

社会福祉法人
武蔵野会 希望の里

芋煮の食材を提供いただいた
施設・企業様

株式会社ブギ



「ＳＤＧｓに関するクイズ」
「ＳＤＧｓのスタンプでオリジナル

トートバックを作ろう」
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おいしく食べて！
しっかり学んで !

みんなで楽しみ !

地域がつながる !おいしい芋煮をどうぞ

ムダゼロキッチンとは…
①みなさんに、そのままでは廃棄してしまう食糧の
持ち寄りを呼びかけて、
②リアン文京のキッチンカーでクッキングして、ムダゼ
ロ料理を地域のみなさんにおふるまい!
③みなさんとおいしいムダゼロ料理を食べながら、
「食糧ロスの問題」に焦点を当てたSDGsの啓発イ
ベントを同時開催し、学びの機会も作ります !

本日みなさまにお召し上がりいただいた芋煮は
フードロスをなくす取り組みの一環として、さまざまな方に提供していただいた
賞味期限間近なものやたくさん取れすぎてしまった食材を使って作りました。

おいしい芋煮を食べながら、ほんの少しだけ社会問題である「フードロス」のこ
とを考えて頂ければ嬉しいです。
「必要な分だけ食材を購入する・冷蔵庫の中身を確認してから献立を考え
る」など身近にできることから取り組んでみませんか？


