
⼊⼒数 主 14 字 副 20 字

申請する県およびテーマ

☑

☑

☑

☑

☑

☑

⼊⼒数 0 字

〜

Ⅰ.団体の社会的役割 Ⅱ.事業の背景・社会課題
(1)申請団体の⽬的※800字以内

(2)申請団体の概要・事業内容等※800字以内

⼊⼒数 (1) 780 字 (2) 677 字 ⼊⼒数 799 字

優先的に解決すべき社会の諸課題※該当する領域および分野を☑してください
領域

  新型コロナウイルス対応緊急⽀援助成
事業計画（実⾏団体）

事業名(主)※20字以内 ⽀援ハウスde仕事づくり事業

事業名(副)※20字以内
※任意

〜⽣きづらさを抱えた若者の笑顔のために〜

実⾏団体名 NPO法⼈あったかいいねっと

資⾦分配団体名 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム

分野

申請する県 申請するテーマ

島根県 S-①障がい者等就労・居場所⽀援

☑ 1) ⼦ども及び若者の⽀援に係る活動

①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える⼦どもの⽀援

②⽇常⽣活や成⻑に困難を抱える⼦どもと若者の育成⽀援

③社会的課題の解決を担う若者の能⼒開発⽀援

⽀援ハウス(居
場所)：のべ１
０〜３０⼈
仕事づくり：１
〜３⼈

新型コロナウイルス感染症により深刻化した社会課題※800字以内
さまざまな⽣きづらさを抱えている⼈・障がい児者・⾼齢者及びそれらの家族らに寄り添い、相談・⽀援・⼈材育成を通して、
誰もが⾃分らしさを⼤切にできるよう「認め引き出し⽀えあい、共に育ち⽣きる」「⽬の前の笑顔のために、三⽅良しで考え⾏
動する」を理念に掲げ、地域共⽣社会づくりを⾏い、且つその成果・⽅法を普及することを最⼤の⽬的とする。共⽣型デイサー
ビスを地域の拠点として様々な活動を⾏っている。

当NPOの事業の中⼼で、⺠家にて運営している「共⽣型デイサービスお天氣いいね」では、現在5〜96歳までの幅広い年齢層の
障がい児者（知的・精神・⾝体）や⾼齢者（介護予防・総合事業〜要介護４）の利⽤者がいる。
当デイサービスでは、あたたかな助け合い・良い所の引き出し合いといったドラマが⽇々⽣まれ、その⼈らしさを受け⼊れた
「共⽣（ともいき）」が実現している。
ある精神障がい者が⾃⾝のお誕⽣⽇会にて「今まで⼈が怖かったが、お天氣いいねで⼈と関わるうちに温かいと感じた」とたど
たどしく話され、それに対し認知症の⾼齢者が黙って拍⼿を贈る…といったステキな出来事もあった。
設⽴時より、島根⼤学教授三島先⽣・麗澤⼤学名誉教授⽔野先⽣等6⼈の講師による講演会の連載企画等も⾏い、共⽣社会につ
いて考える機会を重ね⼈材育成にも⼒を⼊れてきた。加えて、ボランティアの受け⼊れによる体験的⼈材育成等もデイサービス
とサロン活動を使って⾏っている。
障がいのあるなしに関わらずどなたでも参加できる地域に開いた「サロン活動」等の事業と合わせて、今後の島根県における地
域共⽣社会の起点としての役割を担う場所として機能し始めている。
今はまだ地域の中にないけれど必要な事・⽀援などについて出来る事からＮＰＯとして取り組むよう⾏っており、現在、少しづ
つ地域の中の「困っていること」が集まり始めている。

当NPOは、地域共⽣型拠点を⽬指し、障がい児者・⾼齢者・⽣きづらさを抱える⽅々へ多様な⽀援活動を⾏っている。
活動の⼀つとして「共⽣型デイサービス」を運営しているが、障がい福祉サービス・介護保険の該当者のみが対象であり、制度の狭間の⽅々への⽀援は難しい。
サロン活動を⾏いフォロー中も課題が⼭積みである。中でも、引きこもり傾向にある社会的弱者や⽣活困窮者予備軍への公の⽀援もいくらかはあるが、「相談で
きない」「⾮該当」等の為、本⼈も家族も解決策を⾒出せぬまま介⼊不可能な社会的問題となっている。

私達の⾝近にも、対⼈関係の⾟い体験により⼈と上⼿く関われない・軽度の病気や障がいがある等の理由により職に就けず⽣きづらさを抱えている⽅がいる。コ
ロナ感染症による⾃粛・企業の経営状態悪化・破綻・⼈員整理による新規採⽤募集の減少等に加え、島根県浜⽥市は「⽥舎」であり顔⾒知りが多く再就職が困難
となり易い等、職場やバイト先を「都会」より⾒つけにくいと云う事もこれらを増⻑させてしまっている。

今後も⽀援がなければ、外へ出るタイミングを失ったままいずれは⽣活困窮者となる。
コロナ感染症の影響を受けた失職・引きこもりは鬱病などの⼆次的病気発症の引⾦となり、社会適応が⼀層難しくなると懸念され、社会的資源の⼤損失とも捉え
られる。

そこで安⼼して⾃分らしく過ごせ通える第２の我が家「⽀援ハウス(居場所)」の提供を⾏い、そこで様々な仕事の機会を作り体験してもらい各⾃の得意を発⾒、
能⼒・⾃⼰肯定感を⾼め⾃分に合った「仕事づくり」をしていくことが急務だと考える。
が、現建物は共⽣型デイサービス事業により他の活動を⾏うスペースが殆どない。
しかし、隣家(空き家)を購⼊できれば活動のスペースを確保し、上記の⽅々に対する⽀援活動が実施可能となる。

事業終了後も⽀援ハウスを活⽤し事業継続、更なる⽀援活動が広がる。

１．共⽣型デイサービスお天氣いいね
  ：平成30年11⽉に介護保険・障がい児者福祉事業所として開設。
 島根県⽯⾒部で初めての⾼齢者のみならず障がい児者も⼀緒に過ごすことの出来る「共⽣型デイサービス」（⽉〜⼟営業）。
 現在5歳〜9６歳の利⽤者の⽅がおられ、障がいの種類、年齢に関わらず、⾼齢者と共に補い⽀え合いながら過ごされてい
る。
 互いの得意をいかして⼤きな家族のように笑顔を引き出し合っている。

２．共⽣型交流サロン活動
  ：隔週⼟曜の⼣⽅をサロン活動の定例⽇とし、どなたでも参加できる共⽣型交流サロンや⼈材育成事業を開催。
2−①共⽣の森プロジェクト
障がいのあるなし・年齢に関係なく、地域の⼈・ボランティア・様々な⽣きづらさを抱えた⼈が集まる場所を提供し、
「活動」「学び」「遊び」の3本柱で活動を実施。
2−②⼈材育成事業
地域共⽣社会を⽀えるための講演会やワークショップ(全7回)、「演題：⾃他を活かす道を学ぼう」(講演会・全4回)、
SST(ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)勉強会(全3回)等を実施。
2−③あったかクリエイタープロジェクト
⽣きづらさを抱えた若者に対し昨年より3か⽉以上の継続ボランティアを受け⼊れていた。次のステップとして、
各々の「得意」をつなげて作品の制作・商品化を⾏う。(2020年9⽉から開始予定)
2−④⽬の前の笑顔プロジェクト
個々のニーズや状況に応じて共に考え実⾏するプロジェクト。サポートとして何が必要なのか相談者と共に考えていく。
SSTへの参加を促す・ボランティアとして当⼈を受け⼊れる等。

ゴール

_11.住み続けられるまちづくりを
_10.⼈や国の不平等をなくそう

_3.すべての⼈に健康と福祉を
_9.産業と技術⾰新の基盤をつくろう

_8.働きがいも経済成⻑も

☑
2) ⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営む上での困難を有する者の⽀援
に係る活動

④働くことが困難な⼈への⽀援

⑤社会的孤⽴や差別の解消に向けた⽀援

☑
3) 地域社会における活⼒の低下その他の社会的に困難な状況
に直⾯している地域の⽀援に係る活動

⑥地域の働く場づくりの⽀援

⑦安⼼・安全に暮らせるコミュニティづくりへの⽀援

上記以外
その他の解決すべき社会の課題
※50字以内

実施時期 2021年1⽉ 2021年9⽉
事業
対象地域

全国 
 

特定地域 （  浜⽥市     ）

事業対象者：
（事業で直接介
⼊する対象者
と、その他最終
受益者を含む）

浜⽥市在住市⺠の中で、コロナの影響でフルタイム就職が困難な下記の⼈など
・⽣きづらさを抱える⼈
・引きこもりがちで働いていない⼈
・軽度障がいによりフルタイム就職が困難な⼈

事業
対象者⼈
数

SDGsとの関連



Ⅲ.事業内容

⼊⼒数 285 字

⼊⼒数 199 字

Ⅳ.事業実施体制

(1)事業の概要※300字以内

１．⽣きづらさを抱えた⽅々がいつでも安⼼して過ごせる居場所「⽀援ハウス」を現事業所の隣に作る。
２．専任スタッフを付け⽣きづらさを抱える⽅々（対象者）の得意を引き出す様々な仕事（農作業、家事援助、介護、運転、事務等）を企画し体験。デイサービスやサロン活動、畑など仕事体験の場を提供。⼩⼈数限定し丁寧に関り、対象者の
⾃⼰肯定感を⾼め、個々得意な仕事を引き出し活⽤し、個々に仕事試⾏の機会をつくり、⾃⽴や就労に向け⽀援。他応援企業を探しＰＲ。
３．関わるスタッフ・対象者に、低額だが賃⾦を⽀給し、得意をいかしたモデル事業を模索、試みてもらう。次年度新規事業起業の準備を⾏う。

(4)活動 時期

(3)今回の事業実施で達成される状態（アウトプット） 実施・到達状況の⽬安とする指標 把握⽅法
新しい居場所「⽀援ハウス」の獲得 １．契約登記・リフォーム契約 １．売買契約登記・リフォームの業

者委託契約
１．安⼼して活動できるスペースの獲得 １．1⽉

対象者の得意を発⾒

得意をいかした仕事づくりを試す ５．仕事の体験実施、お仕事まとめシートの作
成

５．事業計画書、実施報告書、お仕
事まとめシートの提出

５．得意を活かした仕事づくり数
  体験した仕事の数（5種類×3⼈）

５．2⽉〜８⽉
  4⽉〜9⽉

本事業の評価・まとめ、次期本格的事業を創り、開始

「⽀援ハウス」⽚づけ・整備 ２．職員・対象者で外回り・不要なものの⽚づ
け

２．⽇々の活動を記録（個々） ２．安⼼して活動できる拠点づくり ２．1⽉〜３⽉
  1⽉〜8⽉

「⽀援ハウス」の完成

(2)事業実施後（1年後）以降に⽬標とする状態※200字以内
対象者の⽅々が⾃分らしさを再認識し仕事を⾒つけいきいきと暮らしている。
法⼈は、地域の中・当ＮＰＯの中に必要な「障がい児者⾼齢者向け便利屋さん」「有償福祉運送業」「就労準備事業」「⾃⽴⽀援・Ｂ型事業所」等、いずれかの新規事業始動。そのスタッフとして、今回の事業に関わった⼈、新たに募集した⽣
きづらさを抱える⼈などを雇⽤し事業展開実施していく。
新しい助け合い、共⽣型の起業・⽣き⽅の提案が出来る。

⽬標値/⽬標状態 ⽬標達成時期

７．法⼈：次期新規事業計画作成・報告書作成 ７．計画書・報告書 ７．計画報告書類完成 ７．9⽉

(2)他団体との連携体制
⽯中カウンセリング研修会、町内会、浜⽥市、浜⽥市社会福祉協議会、ハローワーク、⻘サポ
益⽥ＮＰＯ、⾢南町ＮＰＯ、出雲ＮＰＯ、など今後調整し連携をとって実施していく。

⑦本事業の振り返り、評価、まとめ、次期事業計画作成、事業開始準備
⑦本事業報告書・新規事業計画作成
2021年9⽉

４．⾃⼰評価・得意体験シートの作成 ４．⽇々の活動を記録（個々） ４．発⾒された得意数、平均3つ×10⼈
⾃分に⾃信を持つ・可能性を知る

４．１⽉〜
  3⽉〜9⽉：(随
時)

④事業PRのためのチラシ作成しチラシや⼝コミによって事業スタッフやバイト・ボランティア・事業対象としての参加者(以下対象者)の募集を⾏う。事業準備期間は定めてあるが上限の3⼈までは随
時対象者を募り参加契約を結ぶ。

①隣家購⼊・⼯務店リフォーム契約①新しい居場所として隣家を購⼊し「⽀援ハウス」とする。また⼯務店とリフォーム契約を⾏い2021年2⽉・３⽉に内部リフォームを実施する。
2021年1⽉

②「⽀援ハウス」の外回りの⽚づけ・また内部の壁紙の張り替えなどを、職員と対象者で⾏う。

⑥対象者に「得意体験シート」「お仕事まとめシート」等完成させたものを提出してもらう。事業のまとめとして、職員・スタッフと共に対象者の最後の仕事として報告書も作成する。 ⑥まとめ
2021年9⽉

６．対象者：お仕事まとめシート完成 ６．お仕事まとめシートの発表・評
価

６．得意体験シート、お仕事まとめシートのポイントが１以上上がる ６．９⽉

(1)メンバー構成と各メンバーの役割

統括管理：事業計画、進捗管理、介護・家事指導
スタッフ①：プロジェクト責任者、営業、畑など作業仕事の全般的指導、運転指導、
スタッフ②：畑など作業仕事の全般的指導、運転指導
アシスタント：事務経理、作業補助など全般
対象者（１〜3⼈）：「仕事づくり」への参加、

②「⽀援ハウス」周辺、内部の⽚づけ,DIY
 2021年１⽉〜３⽉
 2021年1⽉〜8⽉

３．「⽀援ハウスの」リフォームの開始 ３．リフォーム⼯事 ３．安⼼して活動できる拠点づくり完成 ３．2⽉〜３⽉
  ２と並⾏。6⽉
(⼯事業者委託)〜8⽉

④⽀援ハウスの準備
 2021年 １⽉〜３⽉ 2⽉〜8⽉

⑤対象者を交えた活動を開始する。対象者のとくいを発⾒するための活動として「得意体験シート」に⽇々の活動を記録していてもらう。
得意体験シートとは、本⼈の思う得意と活動作業の体験を通して新たに発⾒引き出された得意、他者から⾒た得意などをまとめ、⾃⼰の再認識を図り⾃⼰肯定感を⾼めるための⾃⼰他者分析シート。
最初は個々の状態等を判断し個別の活動を⾏うなど配慮も⾏うが、徐々に他者・対象者同⼠の交流活動も⾏っていく。

●得意体験発⾒シートとは
本⼈に、⾃分が出来る事や得意だと思うことを列挙してもらうと共に⽀援者・指導者・周りの⼈などからの意⾒も列挙する。
これを皆で分析することで⾃分を知る⼿段となり、⾃分に合った仕事を決める上での資料となる。前述したとおり、⾃⼰肯定感を⾼める狙いもある。
項⽬・内容としては、
１.得意な事（本⼈が書く欄・本⼈以外が書く欄）、２.１を活かして出来る事、３.２を実際に体験してどうだったか(感想・反省等)、４.⾃⼰評価、５.他者評価、６.ポイント
１〜６を1セットとし、得意の数だけこのセットを書く。A4の紙を1シートとし、1シートに３セット分の記⼊欄を作成予定。

●お仕事まとめシートとは
体験した仕事について書く。体験実施後に随時書いて提出してもらう。最終的に今後の⽬標等を書くことで完成とする。
項⽬・内容としては、
１.得意な事(得意体験シートより引⽤)、２.体験した仕事(⽇時・内容等)、３.２を派⽣させてこれからやってみたい・出来そうな仕事、
４.次に体験する仕事内容、５.仕事の成果(何を・どのくらい・等)、６.反省、７.⾃⼰評価、８.他者評価、９.ポイント、１０.今後の仕事先・今後の⽬標
１〜１０を1セットとし、体験した仕事の種類の数だけこのセットを書く。A4の紙1枚を1シートとし、1シートに1セットの記⼊欄を作成予定。

●ポイントについて
１０段階評価で⾏う予定。最初に⾃分の得意だと思っている事がどのくらい得意かを１０段階で表してもらう。その後事業終了時にも同様に表してもらい、ポイントが上がっていれば⾃信につながる。

※どちらのシートも、今回の活動への参加・体験がその場しのぎではなく、今後の個々の就労や当法⼈のPRにつなげるため活⽤していく。
※これらシートは改良・変更される場合もある。

⑤ボランティア・対象者受け⼊れ開始
 2021年 1⽉〜 3⽉〜9⽉

③畑仕事・庭仕事・といった野外での活動や、室内では家事・介護・事務・PC作業などの仕事体験。その様⼦で、個別・複数など状況に合わせ仕事づくりの試⾏を繰り返す。
職員・スタッフ・対象者・ボランティア等々を交えて協働し、コミュニケーショントレーニング・他集団（不特定多数）に慣れるための活動として8⽉の夏祭り等イベントの企画と実⾏を⾏う。
本申請事業終了後も本申請事業の延⻑として継続性のある事業案等の作成を、スタッフ・対象者が協働して⾏う。

③屋内外の活動・仕事体験・イベントの企画
と実⾏
 2021年２⽉〜8⽉

③⼯務店による「⽀援ハウス」の内部リフォーム ③「⽀援ハウス」リフォーム

 2021年 2⽉〜3⽉ 6⽉



Ⅴ.関連する主な実績

 (2)申請事業に関連する調査研究、連携の実績

①本申請事業について、コロナウイルス感染症に係る助成⾦や寄付等を受け活動を実施している(予定も含む） 有 無
有の場合
その詳細

②本申請事業について、国⼜は地⽅公共団体から補助⾦⼜は貸付⾦（ふるさと納税を財源とする資⾦提供を含む）を受けて
いない

無 ※有の場合、選定の対象外となります（公募要領：助成⽅針参照）

(3)想定されるリスクと管理体制
・コロナ感染予防対策に費⽤が掛かる。
・コロナ感染拡⼤により、地域の中で発症した場合、事業実施事態を⾃粛、延期、休⽌しなければならない状態が起こりうる。
・多種多様な屋内外の作業体験を⾏うため、けがなどのリスクあり

  (1)休眠預⾦以外の助成・補助⾦活⽤の有無

 コロナウイルス感染症に係る事業


