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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。
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事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ハウジングファースト事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈地域創造基⾦さなぶり 2021年8⽉16⽇

事業対象者:

・居所喪失の相談者
・シェルター利⽤者（ネットカフェ等で⽣活していてコロナ禍の影響
で失業し、ネットカフェ代や⾃宅家賃が⽀払えず居所を喪失した⼈）
・シェルター利⽤者（寮付の職場で就労をしていてコロナ禍の影響で
失業し、同時に居所も喪失した⼈）
・シェルター利⽤者（コロナ禍のステイホームで家族間の関係が悪化
し、DV等の被害からの避難者）
・その他、何らかのコロナ禍の影響によって居所を喪失してしまい
シェルターを利⽤する⼈

事業実施概要

本事業ではコロナ禍で居所を喪失した（喪失のおそれのある）不安定居住者からの相談を受け、緊急シェルターをのべ17室開設してシェルターへの⼊所受⼊れをお
こない、さらにその後の⽣活を⽴て直していくための⽀援付き住宅を12室新設し、提供した。
具体的には当法⼈のスタッフが居所喪失者等からの相談を受け、緊急性のある場合について、シェルターへ⼊居させ、本⼈の意思と状況等を加味し、⽣活上の⽀援が
必要な⼈に対しては⽀援付き住宅に⼊居させ、居宅⽣活を⽬指した。

課題設定、事業設計に関する振り返り

シェルターや⽀援付き住宅として単⾝者向けアパートを借り上げ、家具・家電を設置した。シェルターは居所喪失者に対して厳冬期を乗り切るための⽣活の場として
提供し、⽣活の⽴て直しに向けて必要な⽀援をおこなったり、関係機関に繋いだりした。2021年3⽉末までにシェルターとして9室、⽀援付き住宅として9室を借り上
げて、越冬期の住居ニーズに応えることができた。2021年4⽉以降も、本事業のシェルターは9室維持していたが、別途、⾃治体の委託によるシェルターの定員枠が
増えたことで、シェルターのニーズには⾃治体からの委託費でほぼ応えられるようになり、本事業でのシェルターの利⽤ニーズはひと段落した。しかしながら4⽉以
降でも、⾃治体の委託によるシェルターの定員を超えるシェルター利⽤者がいた時期もあった。法⼈で運営するシェルターの総数が増えたことで、シェルターの次の
中⻑期的な⽣活の場のニーズが増えたことから、2021年4⽉以降は⽀援付き住宅をさらに3室追加で開設し、居所喪失者の⽀援をおこなった。シェルター、⽀援付き
住宅ともに原則1⽇1回訪問し、体調を確認したり⽣活相談にのったりした。

実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈ワンファミリー仙台
実施時期: 2020年10⽉〜2021年7⽉
事業対象地域: 宮城県

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

最初の相談対応を平⽇⽉曜〜⾦曜⽇/9時〜18
時の間に開設し、住居の相談などに対応す
る。相談については、必要に応じて関係機関
が⾏う専⾨相談窓⼝等につなぐ。

居所喪失者等からの相
談件数

⽉20件程度(計180件) 2020年10⽉から2021
年7⽉までの10か⽉間
で415件の相談を受け
た。（⽉平均41.5件）

⽬標が⽉20件程度のところ、結果は⽉平均
41.5件と、⽬標の2倍以上のペースにのぼっ
た。住まいに関する⽀援ニーズは⾼いことが
うかがわれる。

シェルターを10部屋ほど確保し、寒さをしの
ぎ越冬が⾏えるようにする

シェルターの契約部屋
数、稼働⽇数

10部屋、7カ⽉間の契
約、概ね8割以上の稼
働（計50名の利⽤）

事業開始当初に4室開
設。その後、徐々に増
やして9室まで開設。
事業開始当初から借り
られた4室については
2020年10⽉〜2021年
3⽉の平均稼働率は
90.8％であった。
2020年10⽉から2021
年7⽉までに計42名が
利⽤した。

法⼈で借り上げて居所喪失者を住まわせても
よい・⼊居者の個⼈情報は開⽰しないという
条件で借りられる物件を⾒つけることが難し
く、⽬標室数には届かなかった。事業開始時
点から借りられた4室については継続的に利⽤
者数が伸びたが、徐々に開設する部屋は借り
上げが遅れた結果、全体の利⽤者数は⽬標値
には届かなかった。

シェルター⼊居者への⾒守り⽀援、基本的な
⽀援、⾷事の提供等を⾏う

シェルター⼊居者への
⽀援回数

10部屋の⼊居者に対
する1⽇1回の連絡、
並びに3⾷の提供を図
る

シェルター⼊居者には
原則1⽇1回の訪問で
体調確認や⽣活相談の
対応をし、3⾷を提供
した。

⽀援にあたるスタッフを複数⼈配置し、⼟⽇
祝も交代で勤務にあたることで、毎⽇の状況
把握や⽀援をおこなうことができた。



ホームレス
居場所の不
⾜

ホームレス
居場所の不
⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

⽀援付き住宅約10部屋を確保し、⽣活再建に
向けた⽀援を⾏う

⽀援付き住宅の契約部
屋数、稼働⽇数

10部屋、7カ⽉間の契
約、概ね8割以上の稼
働（計10名の利⽤）

12室を開設し、計12
名が利⽤した。事業終
了時点で1室が空きで
残り11室が稼働して
おり、空室であった1
室も8⽉に次の利⽤者
が⼊居した。

法⼈で借り上げて居所喪失者に転貸してもよ
い・⼊居者の個⼈情報は開⽰しないという条
件で借りられる物件を⾒つけることが難し
く、開設の時期が遅くなった。しかしなが
ら、シェルターの次の中⻑期的な住まいの
ニーズは⾼く開設した部屋はすべて埋まっ
た。事業終了時点で1室空いていたのは⼊居者
が⼊退院を繰り返しており戻ってくるかもし
れなかったためである（最終的には戻らない
ことが確定し、8⽉に次の⼊居者が⼊った）。

⽀援付き住宅⼊居者への⾒守り⽀援、基本的
な⽀援を⾏う

⽀援付き住宅⼊居者へ
の⽀援回数

10部屋の⼊居者に対
する1⽇1回の連絡

原則として1⽇1回の
訪問や電話等による状
況把握をおこない、必
要に応じて⼿続⽀援や
同⾏⽀援をおこなっ
た。

⽀援にあたるスタッフを複数⼈配置し、⼟⽇
祝も交代で勤務にあたることで、毎⽇の状況
把握や⽀援をおこなうことができた。

考察等

コロナ禍を直接の理由として（寮付き派遣就労の雇い⽌め等）居所喪失に⾄るケースは、減少傾向である。⼀⽅、コロナ禍を契機として（収⼊減少・外出⾃粛等）
徐々に⽣活に困窮し家賃を滞納して家を出されるとか、同居家族と不和になったり暴⼒を受けて居られなくなる、体調を崩すといった、複合的な課題（債務、家族不
和、DV、退院後の居所なし等）を抱えたケースのシェルター利⽤ニーズは引き続きある。本助成事業で当法⼈がシェルターを開設し多数の居所喪失者を受け⼊れた
ことで、シェルターのニーズが可視化され、仙台市と名取市は令和3年度は前年度よりも⽣活困窮者⼀時⽣活⽀援事業の定員数を増やしたが、他の⼀時⽣活⽀援事業
を実施していなかった⾃治体はいまだ実施していない。本助成事業を⾜掛かりとして引き続き、⾃治体へ⽣活困窮者⼀時⽣活⽀援事業の実施を働きかけていく。
複合的な課題を抱えたシェルター利⽤者の多くは、シェルターの次に⼀般の⺠間賃貸住宅に移って⽣活するのは難しい。そのような⽅の受け⽫として、現在は⽀援付
き住宅で対応しているが、さらに⼿厚い⽀援が必要な⽅のために、将来的には⽇常⽣活⽀援住居施設を確保することが望ましい。

活動 進捗 概要

【相談事業】
来所相談や電話相談の受付：平⽇（⽉〜
⾦/9−18時）に相談受付を⾏い、状況に
応じてシェルターや他の⽀援資源につな
げる。

計画通り

電話、⾯談等で相談者の現状を把握し、本⼈の意向を確認しつつ、シェルター⼊居につなげたり、⾏政（⽣活保護担当課）や
⽣活困窮者⾃⽴⽀援相談窓⼝等の関係機関との連携を図った。本⼈とともに状況を整理し、今後の⽣活の⽴て直しについてい
くつかの選択肢を提⽰した。対応の例としては、すでに住むところを失っている場合はシェルター利⽤につなげる、現在地が
仙台でない場合は現在地の⽣活困窮者⾃⽴相談窓⼝への相談を促す、経済的な困窮や家賃滞納については⽣活困窮者⾃⽴⽀援
窓⼝につないで給付⾦・貸付⾦等の利⽤や⾷糧提供事業の利⽤、家賃滞納やその他の債務については弁護⼠相談につないで返
済の負担軽減・めどをつけるなど。

事業実施以降に⽬標とする状況
コロナ禍が落ち着き、利⽤者が少なくなることが望ましい。事業や団体活動の成果として、県内の⽣活困窮者⾃⽴⽀援法⼀時⽣活⽀援事業（シェルター）を実施して
いない⾃治体（宮城県、仙台市、多賀城市、岩沼市、富⾕市以外）がこれを機に実施するという決断をすることが望ましい。また⽀援付き住宅については、よりきめ
細やかな⽀援まで実施する⽇常⽣活⽀援住居施設に移⾏できれば望ましいと考える。

【シェルターの確保】
⼀⼈暮らし⽤の部屋10部屋の確保、及
び当該の部屋にかかる必要な電化製品等
の設置を⾏う
⼊居者への⽀援・⾒守り：1⽇1回の訪
問（状況により電話連絡等）と原則とし
て3⾷の⾷事・⾷材等の提供、並びに必
要な関係機関との接続、感染予防に配慮
した外出機会の創出等

計画通り

新規開設の時期は計画よりやや後ろ倒しになったが、ほぼ計画通りの数の部屋を開設することができた。単⾝者向けアパート
を法⼈で借り、⼊居後すぐに⽣活ができるように電化製品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電⼦レンジ、炊飯器、IHコンロ（防⽕
のため））を設置した。⽇中の炊事洗濯等で使⽤する消耗品（トイレ・⼊浴⽤のブラシと洗剤、クイックルワイパー、洗濯洗
剤や⾷器洗剤等）も⽀給した。1⽇1回の訪問時に朝昼⼣3⾷の⾷事・⾷材を提供した。今後の⾃⽴に向けて必要な関係機関は主
に福祉事務所や⽣活困窮者⾃⽴⽀援相談窓⼝なので、本⼈の意向をききながら各相談窓⼝へ繋ぐ⽀援も実施した。

【⽀援付き住宅の設置】
⼀⼈暮らし⽤の部屋10部屋の確保、及
び当該の部屋にかかる必要な電化製品等
の設置を⾏う
⼊居者への⽀援・⾒守り：1⽇1回の訪
問（状況により電話連絡等）と、並びに
必要な関係機関との接続、感染予防に配
慮した外出機会の創出等

計画通り

新規開設の時期は計画よりやや後ろ倒しになったが、計画よりも多い数の部屋を開設することができた。単⾝者向けアパート
を法⼈で借り、⼊居後すぐに⽣活ができるように電化製品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電⼦レンジ、炊飯器、IHコンロ（防⽕
のため））を設置した。原則1⽇1回の訪問・電話等による状況把握をおこない、⽣活に関する相談対応をおこなった。今後の
⾃⽴に向けて必要な関係機関は主に福祉事務所や⽣活困窮者⾃⽴⽀援相談窓⼝なので、本⼈の意向をききながら各相談窓⼝へ
繋ぐ⽀援も実施した。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

想定外のアウトカムは特にない。しかしながら、本助成事業を実施していたことで、仙台市と名取市からのシェルター利⽤依頼者を委託定員の100％以上（具体的に
は、2020年10⽉から2021年3⽉までの6か⽉間で仙台市125％、名取市139％）受けることができたことが、令和3年度の委託定員増加につながったことは間違いな
い、本事業実施の波及効果であり、有効なアウトカムだったと思われる。



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る必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

課題を取り巻く変化

本助成事業で当法⼈がシェルターを増室し多数の居所喪失者を受け⼊れたことで、シェルターのニーズが可視化され、仙台市と名取市は令和3年度は前年度よりも⽣
活困窮者⼀時⽣活⽀援事業の定員数を増やした（仙台市9か⽉10室から12か⽉20室に増加、名取市6か⽉1室から12か⽉2室に増加）。これにより、2021年4⽉以降は
シェルターの利⽤ニーズに関しては⾃治体の委託費を財源としてほぼ対応できるようになった。現状では⼀時⽣活⽀援事業を実施していない⾃治体（⽯巻市）からも
居所喪失者に関する相談がきており、本助成事業を⾜掛かりとして引き続き、⾃治体へ⽣活困窮者⼀時⽣活⽀援事業の実施を働きかけていく。
事業の途中から、シェルターのニーズに代わり、シェルターの次の中⻑期的な住まいとしての⽀援付き住宅のニーズが増⼤してきた。本助成事業では、⽀援付き住宅
で対応したが、将来的にはより⼿厚い⽀援を提供する⽇常⽣活⽀援住居施設の開設も視野に⼊れ活動していく。

連携先 実施内容・結果

各⾃治体の⽣活保護担当課 シェルターから⽀援付き住居に移って⽣活を⽴て直すにあたり⽣活保護を活⽤する場合の各種調整。保護受給から⾃⽴につなげた。

計画額 実績額 執⾏率

各⾃治体の⽣活困窮者⼀時⽣活⽀援事業担当課
本助成事業の状況等について情報共有し、⾃治体が⼀時⽣活⽀援事業を実施することの必要性を伝えた。仙台市と名取市は令和3年度に増室された。

各⾃治体の障がい・⾼齢・家庭等担当課 シェルターや⽀援付き住宅の利⽤者の状況に応じ、必要な⽀援制度が活⽤できるよう、連絡調整した。

各⾃治体の⽣活困窮者⾃⽴相談機関
居所喪失またはそのおそれのある状態の⽅をシェルターにつないでいただいた。その後の⽣活⽴て直しに向けて居所探しや就労の相談対応をしていただ
いた。

合計 9,880,769 9,893,278 100.1%

補⾜説明

事業費
直接事業費 9,880,769 9,893,278 100.1%
管理的経費 0 0 #DIV/0!

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）
なし

4.報告書等
なし

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
なし

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
なし

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
外部に公益通報窓⼝を設置

⾃由記述

特になし

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。
倫理規程、理事会運営規則、コンプライアンス規程を改定し、利益相反管理規程を新規制定した。これにより、基本
的⼈権の尊重を明⽂化し、コンプライアンス違反⾏為があった場合の対応内容を公表することと定め、役職員による
利益相反⾏為を適切に管理することとした。

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

内部監査 法⼈の監事による監査を年次でおこなう予定。


