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新型コロナウイルスの影響による雇⽌め等の失業者、及び居住の場所を失った⼈たち。

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。

①受益者 ②課題

コロナで影
響を受ける
従事者

ホームレス

ホームレス

中間⽀援者

ホームレス ⑤30代後半の男性
5/14シェルター利⽤
⽣活保護利⽤後、
6/24サブリース⼊居
10/4から就業(飲⾷業)

期間⼯で従事も⼈間関係悪化で退寮。相談
後、直ぐに居住確保できたことで、就労準備
も順調に進む。住⺠票置籍、銀⾏⼝座開設、
携帯電話取得後、就労活動を⽀援。ようやく
決まった仕事がコロナの影響で採⽤延期。10
⽉から就労開始となる。

サブリース物件の確保
⼊居後の居住者の状態

就業状態

2020年度2部屋/2名
2020年度就業者数2名

居場所の不
⾜

サブリース事業展開後、不安定居住者への
居住⽀援を⾏い、地域⽣活へ定着させる。
定着を⾒守りながら就労⽀援を⾏い、
就業後は経済的⾃⽴を⽬指す。他団体(NPO法
⼈抱樸/福岡県北九州等)と連携。

⽬標値を上回り、5部
屋4名が就労、残る1
名についても就労意欲
があり⽀援を実施して
いる。
①40代後半の男性
10/6シェルター利⽤
⽣活保護利⽤後、
11/25サブリース⼊居
2/17就業(配達業)

期間⼯で従事もコロナ失業で退寮。相談後、
直ぐに居住確保できたことで、就労準備も順
調に進む。住⺠票置籍、銀⾏⼝座開設、携帯
電話取得後、就労活動を⽀援。年明けから就
活開始。2⽉中旬に就業できている。

②20代前半の男性
1/8シェルター利⽤
⽣活保護利⽤後、
2/17サブリース⼊居
6/8就業決定(派遣→携
帯電話ショップ店員)

⺟親と関係が悪化し家をでる。年末年始路上
で過ごした後、相談来所。相談後、直ぐに居
住確保できたところまでは良かったが、その
後の準備が、⺟親任せだったのか進まず、時
間が掛かる。半年後、派遣登録。漸く就業。

③60代後半の男性
4/19シェルター利⽤
⽣活保護利⽤後、
6/8サブリース⼊居
現在、未就業。

病気で失職後、⽣活保護を申請し無料低額宿
泊施設に⼊所。環境・⼈間関係で退所。相談
後、直ぐに居住確保できたことで、⼼⾝とも
に落ち着く。病気もあるため、無理な就業活
動は⾏っていないが、就労意欲はある。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 仕事や住まいを無くした⼈の地域定着⽀援事業
資⾦分配団体名: 特定⾮営利活動法⼈⽣活困窮・ホームレス⾃⽴⽀援ガンバの会
実⾏団体名: 公益財団法⼈ちばのＷＡ地域づくり基⾦

事業実施概要

・相談者へアウトリーチやインテークを⾏い、課題を抽出、問題の解決を伴に探る。住居喪失者には⼀時的な⽣活の場所シェルターを準備する。その後、当事者の
ニーズに沿って各関係機関(例えば、⽣活困窮状態ならば⽣活保護申請で福祉事務所と、定着希望ならば住まい確保のため不動産会社と連携してサブリース物件を準
備)と協⼒しながらサポート体制の構築を図る。居宅後は24時間365⽇の緊急対応体制をもとに(1)安否確認⾒守り…定期的訪問声かけと電話連絡(2)⽣活⽀援…⾦銭管
理、買物、福祉同⾏、法律相談(3)就労いきがい⽀援…就労相談窓⼝同⾏、就労先紹介を継続的に実施。交流会や親睦旅⾏参加促しに関しては、新型コロナウイルス
の影響を鑑み、2020年度から2021年度は中⽌。

実施時期: 2020年10⽉〜2021年09⽉
事業対象地域: 千葉県
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

・アウトリーチとインテーク活動に関しては、新型コロナウイルスによる緊急事態宣⾔の⻑期化で、直接的なアプローチ(路上相談や⾯談等)は通常年度よりも減少し
たが、間接的なアプローチ(電話やメール)は増加。その内容としては、市外県外からの問い合わせや⽣活保護受給者からの問い合わせが多く、原因として考えられる
のは、前者においては相談機関が判らず、メディアやWEBを通じて当団体を知り、問い合わせたケースが多く、後者に関しては当事者たちの⾃治体に対する不満を
聞いて欲しいというものが多く⾒受けられた。⼀時⽣活⽀援活動に関しては、ソーシャルディスタンスを念頭に置いた1⼈1部屋のシェルター運営を敷かねばなら
ず、利⽤を断ざる負えないケースも⾒受けられた。また⼥性利⽤者は全体の1割で、通常よりも多いと感じられた。福祉コーディネートに関して、⽣活保護申請者の
数は通常の数よりも少なかったが、これは宣⾔下における移動制限もあり、宣⾔解除後は増えると予想している。居宅⽀援においては、⼀般住宅よりもサブリース住
宅を選択する者が⽬⽴ち、理由としては家主や不動産会社の⾯談審査がなく、家具什器も備え付けられており、直ぐに⼊居できるといった点に魅⼒を感じたという意
⾒が多かった。⽣活⽀援においては、当初、⾦銭管理指導に難⾊を⽰す相談者が多かったが、永続的ではなく段階的に条件を緩和することを説明し、『家計再建・⾃
⽴訓練・貯蓄』の⽬標設定をプランニングすることで、ほとんどの相談者の同意理解を得た。⽣活⽀援に関しては、新型コロナウイルスの影響からか⻑時間対⾯の⽀
援が難しいため、声掛け訪問や電話での安否確認に留めている。就労⽀援に関しては、就労準備が順調にいったとしても、直ぐに就労へと結びつくケースが少なかっ
た。(特殊スキルが必要なものを除けば)ここでも新型コロナウイルスの影響が⾒受けられている。総合的な評価として、サブリース事業は準備⽇程等の遅れもなく、
活動も想定内で推移したため⼤きな問題はなかったが、⼈材不⾜が原因で本体の業務量が増えたことは、今後の課題として残った。

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

④40代男性
弁護⼠からの相談
3/19シェルター利⽤
⽣活保護利⽤後、
6/17サブリース⼊居
10/1から就業(⾼齢者
施設職員)

更⽣保護制度利⽤者。弁護⼠経由で来訪。親
族に迷惑をかけたとのことで当団体のシェル
ター利⽤を希望。更⽣保護期間を経て、⽣活
保護利⽤後、サブリース⼊居。⾃⽴⼒は⾼い
が、本⼈事件の関連で就労に不安。当団体で
の就労の場を提供し、就業。



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

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

電話相談連携；7件(電話相談にて市外と判明したケースにおいて、相談者が居住する地域の⽣活⽀援センターへ繋げる)。

NPO法⼈抱樸

中核地域⽣活⽀援センター

相談者受け⼊れ連携；1名(18歳男性。⽗親からのDV。警察介⼊後、当団体で保護も⽗親からのプレッシャーが強いため、NPO抱樸へ受け⼊れ要請)

⑦就労⽣きがい⽀援 ほぼ計画通り ⑦就業者は7名(2名)。サロン開放および懇親旅⾏や交流会は新型コロナの影響で中⽌。

※()内は2021年度4⽉〜9⽉期

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

特に相談・インテーク事業においては、2020年度は県外からのシェルター利⽤希望や、同じく県外の⽣活保護受給者からのシェルター希望者が多数、⾒受けられ
た。2021年度は、新型コロナウイルス渦の緊急事態宣⾔発令の中でもあり、県外からの来訪者は横ばい状態ではあったが、メールや電話での相談が、やや多かった
ことである。いずれのケースであっても相談者側に寄り添いながら傾聴、可能な限り近場の社会資源に繋げるアウトリーチを⾏い、来訪可能ならば受⼊れ、地元⾃治
体と連携し、現状の最善策を助⾔提⽰している。

課題を取り巻く変化

・新型コロナウイルスの影響を鑑み、緊急的に開始した『サブリース事業⽀援』だが、仕事と住まいを同時に失った⽅の相談者数は、私たちの予想をはるかに超えて
おり、実際、サブリース物件は2021年6⽉の時点ですでに満室となった。仕事と住まいを失う恐怖は実際に経験したものでしかわからない。突然、思いもよらない形
で貧困状態に⾒舞われ、上記のような不安定居住者に陥る可能性は誰にでもあり、そういう意味では今事業の需要は⾼く、今後も継続していく重要性を私たちは痛切
に感じている。
・現在、緊急事態宣⾔は解除され、徐々に国⺠の活気が戻りつつあるが、新型コロナウイルスの影響による構造的な不況は、今後も後を引くと思われる。また新型コ
ロナウイルスは根絶した訳ではなく、今後も再び猛威を振るう可能性は⼗分にある。そのためにも当団体は、これまで培ってきたホームレス⽀援の経験を⽣かし、
『居住⽀援』を重点に、持続的に取り組んでいきたい。そして⽣活基盤や就労の準備を整えるリスタートの場として住まいを提供するだけでなく、様々な問題や課題
の解決にも取り組み、『安⼼・安全・安定』に特化した⽇常⽣活⽀援を持続的に⾏い、相談者に寄りそった形の『⼈⽣の伴⾛者』として、この先もかかわり続けてい
きたいと考える。

市川市⽣活⽀援課

市川市⽣活⽀援課就労相談窓⼝

市川市の⺠間び不動産会社

⽣活保護申請；37名(2020年度21名/2021年度16名)

就労サポート同⾏；7名(2020年度就業者5名、2021年度就業者2名)

賃貸物件紹介；7社(⼤川不動産、クリアライフ、国栄ハウジング、⻑⾕川宅建、安川不動産、市川地所、⼤和住宅)

連携先 実施内容・結果

⑤居宅⽀援 ほぼ計画通り ⑤サブリース⼊居は19名(8名)、⼀般アパート⼊居は17名(7名)、施設は1名(1名)。

⑥⽣活⽀援 ほぼ計画通り ⑥毎週1回〜⽉1回の安否確認訪問を定期的に実施。⾦銭管理は毎週1回⽀援。

③⼀時⽣活⽀援活動 ほぼ計画通り ③66名(26名)を⼀時⽣活(シェルター)で受け⼊れ。そのうち男性58名(22名)、⼥性8名(4名)。

④福祉コーディネート ほぼ計画通り ④⽣活保護受給者は37名(16名)、年⾦受給者は1名(0名)。

①インテーク活動 ほぼ計画通り ①電話相談151件(85件)、メール相談35件(19件)、⾯談53件(24件)の合計239件(128件)のインテークを実施。

②アウトリーチ活動 ほぼ計画通り ②路上巡回95回(47回)、隔週⾦曜の夜間パト29回(14回)、⽉1回の深夜パト6回(0回)を実施。

活動 進捗 概要

事業実施以降に⽬標とする状況
①新型コロナの影響により失職し、住居維持が困難になった者や不安定居住の状態にあった者が、安定居住地(サブリース物件⼊居)を得たことにより、定着を図れて
いる。
②安定居住地に定着後、就労活動を⾏い、就業したことにより経済的⾃⽴を少しずつ図れている。

考察等

2021年度以降も新型コロナウイルスの影響は⻑期化を帯び、『失職・住まい喪失者』の相談が今後も増えることが予想される。当団体は今後もこうした相談者に対
応すべく、『居住⽀援』に重点を置きたい。住まいに関しては、従来の不動産会社との連携をより⼀層深め、また昨年度より開始した『サブリース事業』の拡充にも
努めたい。そしてこの『居住⽀援』は単なる住いの提供に留まらず、⼊居後の居宅⽣活⽀援(家計相談、健康相談、福祉相談、就労相談)にも⼒を注ぐ。相談する場が
常にあることで、社会的孤⽴化を予防し、ひいては定着へと繋がり、⾃⽴への⼀歩が開かれるのではないかと考える。



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

内容

補⾜説明 2021年度給与がアップにともない⼈件費が121％になり⾃⼰資⾦が増えた。

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

計画額
4,540,020
1,056,545

実績額
4,957,636
1,224,545

執⾏率

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）

外部監査
内部監査

実施予定はない

外部監査；内部監査前の会計報告において、佐々⽊税理⼠事務所が任意の監査を実施。
内部監査；毎年度4⽉において当団体監事の⾕⼝税理⼠が監査を実施。

110.5%

109.2%
管理的経費 115.9%

事業費
直接事業費

5,596,565 6,182,181合計

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

4.報告書等

広報内容

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）

2020年
・12/29 NHK 年末年始相談受付先として当団体を放送
・12/29 千葉⽇報 『その後のコロナの影響』というテーマで当団体を掲載
・労働資料館ニュース12⽉号 『新型コロナウイルスの影』というテーマで当団体を掲載
2021年
・ 1/18 朝⽇新聞(千葉版)朝刊 『コロナ禍 瀬⼾際の⽣活困窮者』というテーマで当団体を掲載
・ 2/19 厚⽣労働省総合政策担当の3名の職員が来所。サブリース事業の説明後、サブリース物件
      の⾒学を実施。
・7/21 NHK⾸都圏ナビ 『新型コロナウイルスワクチン接種券が受け取れずお困りの⽅へ』のチラシ作成で当団体を放送
・8/4   令和3年度版厚⽣労働⽩書『第1章 新型コロナウイルス感染症が国⺠⽣活に与えた影響と対応』のP44にて当団体を
    掲載
・8/21 千葉⽇報ニュースWEB版 『Daigoさん差別発⾔ ホームレス襲撃、⽣活保護バッシング助⻑危惧 市川の市⺠団体
    「ガンバの会」 コロナ禍 ⽀援の重要性増す』と当団体の代表の発⾔を掲載
・9/11 読売新聞/朝⽇新聞/千葉⽇報 『⽣活保護変更決定取消請求訴訟』に関して、被告である⾏政側の違法性を認めた
    判決記事で、勝訴した原告側の⽀援団体で当団体を掲載

無

無

無

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

はい

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更があり報告済

状況 内容

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい



Ⅻ. その他

⾃由記述

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

・ガバナンス・コンプライアンス整備に向けた基本規程の
 第４章公益通報者保護に関する規程において、
 第１３条（公益通報制度）
 第１４条（相談窓⼝及び通報窓⼝）内部通報窓⼝の設置。
 第１５条（休眠預⾦等活⽤法に基づく余⽣事業に関する
      ヘルプライン）
      JANPIA資⾦分配団体等役職員専⽤ヘルプライン
      を利⽤
 第１６条（不利益処分等の禁⽌）
 に内部通報制度を記載、整備している。


