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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

考察

利⽤者の次の居所の確保などを積極的に⾏ったこともあり、満室にはならなかった。個室利⽤が対象となる相談者の⽅
が多く個室は満室のことが多かった。約5か⽉間で利⽤者がのべ11名いたことは、地域で緊急時のシェルターのニーズが
あることを証明できたと考える。

今回の事業実施で達成され
る状態

新型コロナの影響により収⼊が減り⾷費が確保できなくなっていたが、⾷糧が確保できるようになる

指標
1⼈1週間分の⾷料パックを渡す回数

指標 確保する居室数と、⼊室者数

⽬標値・⽬標状態
シェルターが利⽤された⽇数 1,500⽇
シェルター利⽤者数 延べ18⼈

結果
確保した居室数：9部屋（個室2部屋、シェアハウス型7部屋）
利⽤者には⼊居者名簿を記載する。利⽤⽇数累計 520⽇ 利⽤者 のべ11名。

課題設定、事業設計に関す
る振り返り

 ⽯巻市は東⽇本⼤震災において⾃然災害で住まいを失うことを多くの⽅々が経験されている。10年が経過し、やっとの
ことで⽣活を再建できた⽅々が新型コロナウイルスの影響による経済的困窮に⾒舞われることが想定できた。その⽅々
の相談が増える前に、⼈として最低限の住む場所と⾷べるものを提供できる体制を作ることを設計した。
市内にはそのニーズがないとの理由により緊急的に滞在できるシェルターがなかったところへの取組となるため、計画
段階では利⽤者の想定⼈数を多く予測した。実際の利⽤者の⼈数は想定の6割程度だったが、相談を受けすぐに居所が確
保できた⽅や新型コロナウイルスの影響ではない理由から居所を失う恐れのある相談者などを含めると問い合わせ⼈数
は想定の⼈数と同じ数字となっている。
シェアハウス型の居所⼊居のおかげで社会的孤⽴を徐々に解消できる⽅もいた。個室は夫婦、認知症の⽅、⼿帳をお持
ちの⽅などが利⽤したが、夫婦以外の⽅については次の居所の確保ができずに終了しているため、何らかの⼿⽴てを⽤
意しておく必要を感じている。

今回の事業実施で達成され
る状態

新型コロナの影響により住まいを失った⽅が居場所を得る

実施時期: 2020年10⽉〜2021年3⽉
事業対象地域: 宮城県

事業対象者:

新型コロナウィルスによる影響により住まいを失った者
新型コロナウィルスによる影響により職を失った者
新型コロナウィルスによる影響により収⼊が減少した者
夜回りで⾷事を渡せた⼈

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 居住確保からの⽣活再建相談⽀援事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈地域創造基⾦さなぶり
実⾏団体名: 公益財団法⼈共⽣地域創造財団

事業実施概要

新型コロナの影響により派遣や⽇雇いの仕事量が減少。それに伴い収⼊が無くなり居所を失った⽅々へ⼀時避難場所と
してシェルターを提供した。⾷堂での⾷事提供、⾷料パック（1⼈1週間分）の⾷糧提供を実施した。中には所持品もな
い状態で⽀援につながる⽅もいることを想定し、⻭ブラシや洗剤などの衛⽣⽤品に加え、下着などを提供。シェルター
⼊居後は、⽇中活動として就労体験への参加やハローワークでの就職活動をサポートし、早い段階での⽣活再建に向け
⽀援を実施。また、個別の⽣活課題についても⽀援プランを⽴て総合的な⽣活相談を実施。受益者が⽣活の基盤となる
居所を得ることができ、また受益者は⾷べるものに困らなくなることを⽬指した。
シェルター⼊居者以外にも、定期的に市内を回り、出会えた路上⽣活者には⾷料セットの配布を⾏った。
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今回の事業実施で達成され
る状態

必要な社会福祉資源につながる

指標 専⾨機関窓⼝を利⽤した回数

⽬標値・⽬標状態 相談窓⼝相談⽀援回数 30回

結果 従業員予定表、並びに⽇報から把握。 同⾏⽀援回数 20回

考察

⼊居者数が少なかった分、⼊居者への⽀援はより⼿厚くできたと。新型コロナウイルスに対しての緊急貸付の要件を厳
格に適応すると該当しない⽅が多く、所持⾦の確保や住居の確保のための費⽤の相談を相談窓⼝へ同⾏した。⼀⼈で相
談窓⼝に⾏くことも可能だとは考えるが、窓⼝の説明が分からなかったり忘れたりすることで⼿続きが遅くなることを
回避できた。

指標 就労への接続

⽬標値・⽬標状態 就労体験・就労訓練への参加 延べ200⼈

結果
プログラムへの事前の参加予定者の⼈数の把握。延べ 97⼈

考察

シェルターへ⼊居した後、⽇中活動が無く過ごす傾向になり昼夜逆転することが多い。積極的にプログラムへの参加を
促し、朝起きることから慣れてもらうことで、⾃⼰効⼒感を⾼めることができた。コロナ以前は就業していた⽅も多
く、漁業や農業といった第⼀次産業に新たに触れられたこと、⼩さな成功体験が得られたことをきっかけにこれまでに
やったことのない職業についても就職先として検討することにつながった。

今回の事業実施で達成され
る状態

新型コロナの影響により⾷事ができていなかった⼈が、⾷事ができるようになる

指標 ⾷堂で⾷事を提供する回数

⽬標値・⽬標状態 配⾷数 2,500⾷、1⽇2⾷×30⽇×6ヶ⽉

結果 朝晩の⾷堂利⽤時間を⾷堂へ事前に連絡することで、利⽤数を把握。730⾷

考察

シェルター⼊居当⽇から3⽇⽬くらいまでの期間⾷堂での⾷事をせず、提供した⾷料で過ごす⽅がいた。居所が無く緊張
状態が続いていたため、休息の⽅が必要なこともあると考える。温かい⾷事ができること、⾷堂という社会性を求めら
れる場所に⾏く機会を持つことにより、前向きな意識を持てることにつながった。

⽬標値・⽬標状態
⾷糧⽀援 延べ220回
約36回×6ヶ⽉

結果
シェルター⼊居者に対し、昼⾷及び年末年始の⾷堂閉鎖期間⽤に⾷料パックを配布した。
⾷料パックを渡す際の受領の署名で状況を把握した。渡した個数 ８６個。

考察

⼤半の⽅は⾷べられることや温かい⾷べ物があることに安⼼感をえていた。
利⽤者数が想定を下回ったことから⾷料パック配布数も⽬標より少なくなった。また、シェルターに⼊った直後は、不
安感から⾷が細いケースも多く、必要絶対量が少なかったことも⽬標未達の要因。

今回の事業実施で達成され
る状態

路上などで⽣活している⽅が⾷料を得る

指標 夜回りで出会う⼈へ渡す⾷料セット数

⽬標値・⽬標状態 ⾷料セット 50個、10個×6ヶ⽉

結果 フードバンクからの物資提供受領書、並びに配布する⾷糧を⼊れる袋の枚数。 25個

考察

コロナで新たに路上に出ざるを得なくなった⽅は、これまで関わりのあった路上⽣活者とは⽣活パターンが異なると思
われ、事業期間中路上⽣活をしている⽅に出会うことはほとんどなかった。年末年始は相談窓⼝が休みとなるため、経
済的困窮状態にある世帯へ年越しができる程度の⾷料配布が主な配布先となった。新型コロナの影響もあり⾷費に困る
声が多かった。

今回の事業実施で達成され
る状態

シェルター後の⽣活基盤のめどを⽴てられる



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

求職活動の中での履歴書の書き

方、模擬面接実施、スーツの貸与

などの支援を必要に応じて提供す

る。

計画通り
シェルターを利⽤する経緯や利⽤してからの変化などを知ってもらう機会を増やすための報
告書を作成。シェルター利⽤から居所を確保し、就職活動に向けてパソコンの練習をしてい
る⽅が報告書のレイアウトや写真を選んでいる。

３）　第一次産業への就労体験の

機会を創出する。日中活動、次の

就労のための体力づくりとする。活

動日数は週3日程度とする。

計画通り

早い就労等への復帰のための⽇中活動参加を促した。シェルター利⽤者の中には、昼夜逆転
を治すために参加する⽅もいた。（参加した⽇は夜が良く眠れる）

就労体験参加後は振り返りを実施

し、次の目標を相談者と共有する。 計画通り
グループワークとして利⽤説明会、利⽤最終⽇の振り返り、個別のキャリアカウンセリング
を実施した。中には職能適性検査を実施し、職業選択の幅を広げることにつながった相談者
もいる。

４）事業報告書構成企画ワーク

ショップ形式にて整理、事業報告書

作成を進める。

計画通り

履歴書作成についての⽀援など就職活動での⽀援も実施した。スーツを着⽤する⾯接ではな
いことが多い傾向が⾒られた。

必要最低限の衛生用品、食糧パッ

クを提供する。必要に応じて下着類

の物資支援も実施する。

計画通り

衛⽣⽤品が全くない状況でシェルター利⽤となることを想定し、最低限の衛⽣⽤品を提供す
る。⻭ブラシや洗剤がない、着るものがない状態なため、新型コロナウイルス対策としての
マスク着⽤やアルコール消毒もできていなかった。こちらから提供することで、⽇を追うご
とに清潔感が増してくることが確認できた。

収入が減少し食費の確保が難しい

方へ、フードバンクと連携し食糧支

援を実施する。
計画通り

⾷事の提供ができない場合の対応として実施した。中⾝が同じものが続くため飽きてくるこ
ともある様⼦だった。

２）　アパート９部屋を借り上げシェ

ルターとして利用。新型コロナの影

響で居所を失った人、居所を失う恐

れのある人へ提供する。

計画通り

シェアハウス型の居室を7部屋、個室を2部屋借り上げシェルターとして利⽤。9部屋中多い
時で6部屋を使⽤していた。事業終了後もシェルターの問い合わせが続いている。

新型コロナの影響により大きな被

害を受けている観光業にあたる、ホ

テルの食堂と提携し、シェルター利

用者へ1日2食の食事を提供する。
計画通り

朝・⼣の⾷事を⾷堂で提供することを実施。⾷堂での温かい⾷事の提供が⾏えたことで、健
康⾯からも⽀援することができた。

考察等
これまでは地域にシェルターがないのは、利⽤する⼈が年に1〜２⼈程度だとの認識が⾏政内で強かった。実際のニーズ
が今回の事業で明らかになったと考えている。この地域住⺠のニーズから⽣まれるものに期待したい。

活動詳細 進捗 概要
１）　居所を失った方々へのアウト

リーチを実施する。フードバンクか

ら提供していただく食料セット10

セットを、月2回夜回りにて配布。
遅延あり

路上⽣活者に出会うことを⽬的としたアウトリーチとして計画したが、⼤都市と違い明らか
に路上⽣活をしているとわかるケースがほぼなく、出会うことが難しかった。そのため、主
に⾞中泊を⾏っていた⽅や、他の相談窓⼝などから要請を受けた⽅に配布を⾏った。

結果 法⼈内で印刷、配布を実施。 30部

考察

⽯巻市や近隣の⾏政機関、県の居住⽀援窓⼝、社会福祉協議会や地域の福祉系団体に配布を⾏った。利⽤者がどんな状
況を経過しているのかがこれまでニーズの把握同様にされてこなかったと考えられる。作成した報告書は地域で困難な
状況にある⼈がいることを明らかにするとともに、どのような⽀援ができるかを考える資料になる。

事業実施以降に⽬標とする
状況

事業に直接関係した者相互の協働がさらに図られ、居住⽀援の仕組みが地域にできる。事業で得た情報やデータをまと
め関係団体や制度の窓⼝へ広報していくことで、シェルター事業の意義を関係者が理解し、地域のなかで官⺠あわせて
必要な体制構築をはかるための実態の共有がはかられている。

今回の事業実施で達成され
る状態

緊急⽀援、並びに困窮者⽀援としてシェルター提供の意義が関係機関と共有されている

指標 事業報告書配布数

⽬標値・⽬標状態 事業報告書配布実績 30部



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させなくても⼤丈夫です）

有無

無

無

有

広報制作物等

報告書等
シェルターが地域にあることの効果を実際の利⽤した⽅々の状況から考察し、シェルター事業を前向きに検討
するような⾏政や地域住⺠などへの働きかけを実施した。30部配布。

補⾜説明
10⽉1⽇からの助成期間を設定し予算計画を⽴てたが、実際の助成開始時期が変更と
なり、シェルターとして利⽤予定の物件が変更となったことで諸経費が変わった。

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

合計 \9,269,150 \0 \9,269,150 \7,090,876 76%

76%
管理的経費 \256,800 \0 \256,800 \212,173 83%

事業費
直接事業費 \9,012,350 \0 \9,012,350 \6,878,703

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

他のシェルター運営団体と
の連携

⽀援をする中で1団体では対応できない課題について共有するこ
とで、受益者にとって何が良いかの選択肢を増やすことにつな
がった。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

報告書作成ワークショップ
開催

ワークショップ開催に協⼒してもらう。
居所をなくす⼈がどのような状況におかれるのかということの
共有と考察を深めることができた。

近隣地域のシェルター運営団体との情報交換が毎⽉1回
以上発⽣した。

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

市役所職員の市⺠団体への体験視察があり、市役所職員が実際にシェルター運⽤について知ることができたことに合わ
せ、市⻑へ当団体の活動内容を伝える機会がありシェルターの必要性を直接伝えることができた。
⽯巻事務所では、これまでは被災地⽀援としての居所⽀援が主な活動だったが、居所を失った⽅の⽣活再建の⼟台でも
ある居所⽀援について居住⽀援法⼈の申請を⾏い相談を受ける体制を整えたいと考えている。

課題を取り巻く変化

事業が終了した後も、地域の各相談窓⼝などからシェルターが利⽤できるかという問い合わせを数件受け付けている。
シェルターを利⽤できた⽅々が、⽣活を安定させるために就職が決まる等の次のフェーズに進めていることを鑑みて
も、居所を失っている状態では⽣活を⽴て直す⼊り⼝にも⽴てないことがわかる。今後は居住⽀援法⼈等の活動をする
中で、居所の確保からその後の⽣活の⾒守りまでの⼀連の⽀援ができるような仕組みを作っていきたい。
新型コロナウイルスによる影響は今後も続くものと思われる。地域に⼀時保護できる環境を整えられるよう⾏政にも働
きかけていきたい。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

１．緊急シェルター事業は利⽤した⽅々⼀⼈⼀⼈の命を⼤切にしたと実感している。実際に⾃殺を考えて悩んでいた⽅が、現在⾃分の居所をもち
シェルターで知り合った仲間と交流しながら、⽣きることに向かい始めております。
２．休眠預⾦事業が利⽤できたことで、制度から漏れ落ちてしまいそうになる⽅々を社会とまたつなぐことができたことに感謝しております。利⽤
するにあたって規定の整備については、専⾨家に確認しながら当団体の運営に⽀障のない形で整備しておりますため、すぐに制定するということに
ならないことへの配慮をお願いしたい。
３．精算様式についていくつかの事業を展開している場合の書式があると良いことと、公益⽬的を新しく作り実施することが助成事業後の法⼈会計
に及ぼす影響も考慮していただけることをお願いしたい。休眠預⾦を活⽤して達成したいことは社会への善良な波及効果であるならば、精算⽅法に
ついても改善していってもらいたい。

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

整備について検討段階に⼊った。

6.報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定で
すか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

⾃由記述

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏ってい
ますか。

はい

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通り
に開催されていますか。

はい

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容


