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Ⅱ．課題・事業設計の振返り 750

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

⽣活困窮者 その他

⑥結果

前所有者の私物等の⽚付けが完
了。⼀階部分(特に台所・ホー
ル・ホールに隣接する部屋は休憩
室として)は使⽤可能となった。
外回りの整備にも着⼿した。
1⽇以上作業に関わった⼈数は24
⼈(⾼校⽣〜60代後半：延べ  
⼈)

2021年1⽉登記完了。

③④⑤に対して実際の事業で実
⾏・達成した数値・内容を記載。

２．安⼼して活動でき
る拠点づくり

１．安⼼して活動でき
るスペースの獲得

（最新の事業計画から
転記）

２．職員・対象者で外
回り・不要なものの⽚

づけ

２．契約登記・リ
フォーム契約

（最新の事業計画から
転記）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態

①②はリストから選択する。
③（最新の事業計画から転記）

新しい居場所「⽀援ハウス」の獲
得

「⽀援ハウス」⽚づけ・整備

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⽀援ハウスde仕事づくり事業
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
実⾏団体名: NPO法⼈あったかいいねっと

事業実施概要

１．さまざまな要因で”⽣きづらさを抱えた⽅々”（対象者）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．対象者を少⼈数とし、得意を引き出す様々な仕事（デイサービス、サロン活動、農作業、家事援助、介護、運転、事務等）を専任スタッフを付けて企画し体験さ
せ、個々得意な仕事（能⼒）を引き出し、スタッフが丁寧に関わる中で対象者の⾃⼰肯定感を⾼め、⾃⽴や就労に向け⽀援していく。この他、⾏政や他類似機関と協
⼒し、対象者の雇⽤の場の確保に向けPRしていく。
３．対象者は、様々な仕事体験をする中で、⾃分が出来ること、やってみたいことを⾃ら評価し、⾃⽴や就労へ繋げていく。
以上を踏まえて、実際に実施した概要を記載する(500⽂字以内)⇩

１．⽣きづらさを抱えた⼈も安⼼して快適に過ごせる居場所としての「⽀援ハウス」は75％完成し、本事業を通して居場所として機能することができた。
前所有者の私物等が置かれたままの空き家を対象者やボランティアとして集まった仲間たちで⽚付けを⾏い、⽚付け・リフォーム作業を仕事体験のベースとしながら
対象者に対しては以下(２・３)を⾏った。

２．ここまでに培った得意や苦⼿を整理しながら、職業適性テストも⾏った。仕事として、⼤きく分けて「⽚付け・掃除・リフォーム・事務・営業・農作業・調理・
⼯作・職場⾒学・美術」の計10項⽬を実施した。臨床美術⼠の⽅の指導を受けて創作の基本を学ぶ機会も持った。市内でコロナが発⽣したためデイサービスでの介
護体験は⾒学のみに変更し、サロン活動の企画実施(夏祭り等のイベント企画と実⾏)は中⽌した。
⼯作として島根の海から集めたシーグラスや流⽊を使ったアート作品制作を⾏った。これに関しては当法⼈が企画する秋祭りにてバザー商品として扱う予定である。

３．以上について評価(とくい発⾒シート、お仕事まとめシート)も実施した。実際に体験したことを踏まえて⾃分が出来る事・やってみたいことを⾃ら評価しながら
シートの作成に取り組んでもらった。
各々のとくいを発⾒しながら⼀緒に作業することで、⾃⽴・就労に向けて前向きに取り組むようになった。雇⽤契約をした参加者の⼀⼈は職場⾒学先への就労に積極
的になっていたが事業期間が終了したため連携団体に引き継いだ。

ひきこもり者等
（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、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）

2021年10⽉31⽇

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 島根県
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

事業の実施を振り返り、課題の設定(深刻化した社会課題への対応の適切性、当初の課題設定が妥当であったか、想定した対象者にリーチできたか。ニーズの変化が
起きている場合はその状況内容等と対応が上⼿くいったかなど)、事業の設計(⽬標に対して実⾏内容が妥当であったか）、プロセスの変化(⼯夫したこと、実施⽅法
を想定から変更したこと等）などを振り返り記載（500⽂字）。⇩

前所有者の私物等が置かれたままの空き家を⽚付ける事がいかに⼤変な事か、どれだけ時間を要するのか、スケジュールの読みが⽢かった部分があり予定通りに進ま
ないところもあった。しかしこの作業⾃体がお仕事づくりの基本であると考え、業者に任せることなく参加者とスタッフで⾏えるように事業計画の変更も⾏った。コ
ツコツと作業を続け関わり合っていくうちに個々のとくいが分かり、連帯感も⽣まれていった。また⽬に⾒えて⽀援ハウスが綺麗になっていくことで⾃⼰満⾜・やり
がい・達成感を得られたとのことだったーーーー   根拠は？     。
「作業・仕事がある」ということが⼈間らしく⽣きるうえで⼤切な事でもあることを実感し、当初の課題設定として「居場所作り」と「お仕事作り」を組み合わせた
ことは妥当であったと考えられる。
引きこもりの状態にある対象者らは想定以上に深刻な状況であったため、当初掲げていた「就職」という⽬標よりもまずは居場所の確保と受け⼊れる態勢作りが必須
であると感じ、⽀援ハウスに来る・通うことを最初の達成ラインであると考えを改めた。⽬指したものや実⾏内容はよく、中には就職に⼤きく近づいた参加者もいた
ことは確かだが、課題に対する事業期間が短かかった。今回のように引きこもりを対象とした⽀援を⾏う事業期間としては最低２〜3年必要であると考える。

⑦考察

⑥に基づいて、各アウトプットに対する事
業・活動の成果やその拝啓・要因を考察・記
載。

私物等に関しては既に所有者から了承を得た
上で処分・再利⽤・整備した。廃⼩屋の撤
去・⽊の剪定といった外回りの整備に着⼿。
対象者へゴミ捨ての⼿順や分別といった⽣活
衛⽣⾯のフォローもできた。
チラシ・新聞折込といったPRにより幅広い年
代層からボランティア参加を募ることが出来
た。コロナ禍の中でも「何か⼈の役に⽴ちた
い」⼈がいたことは素晴らしいことであり、
狭い地域の中にもこのような⼈がいることを
確認できた。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）* 612

A3⽤紙4枚⼀組のお仕事まとめ
シートを完成。

お仕事まとめシートを作成。
体験した仕事は⼤きく分けて、⽚
付け・掃除・リフォーム・事務・
営業・農作業・調理・⼯作・職場
⾒学・美術。？？

体験仕事数10種類×3⼈、
得意を活かした仕事数〇種類×1
⼈

得意発⾒シートを作成。
平均3つ以上×4⼈。
各々⾃分に⾃信を持つことが出来
た。⼀⼈は就労先も⾒つかった。

屋内リフォームとして、厨房以外
は参加者・スタッフのみで実施。
壁紙・網⼾張・フローリング⼀部
の張替作業等を⾏い、おおむね完
了した。屋外のリフォームも⼩屋
の撤去・ゴミの処理を含め完了し
た。
厨房設備は業者に委託し完了し
た。
総合的に⾒て、リフォームは予定
よりも⻑引いたがおおむね完成し
たといえる。

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

３．安⼼して活動でき
る拠点づくり完成

６．対象者：お仕事ま
とめシート完成

５．仕事の体験実施、
お仕事まとめシートの

作成

４．⾃⼰評価・得意体
験シートの作成

３．「⽀援ハウス」の
リフォームの開始

「⽀援ハウス」の完成

対象者の得意を発⾒

本事業の評価・まとめ、次期本格
的事業を創り、開始

本事業の評価・まとめ、次期本格
的事業を創り、開始

得意をいかした仕事づくりを試す

７．法⼈：次期新規事
業計画作成・報告書作

成

事業実施以降に⽬標とする状況

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。

体験仕事数は予定より多く作り体験してもら
うことが出来た。得意を活かした仕事に関し
ては、⽀援ハウスのリフォームが想定以上に
⻑引いたため充分に体験してもらうことがで
きなかった。
集まった参加者の多くは絵が上⼿であったこ
とからものづくりの仕事体験として「アー
ト」を学ぶ企画を⽴て実施した。
コロナが市内で発⽣したため、介護職体験が
出来ず⾒学のみとなった。

参加当初の状態を記録したシートがなく前後
の変化を⾒ることが出来なかったが、各々が
完成させたお仕事まとめシートの内容は⾮常
に良かった。
以下⼀部抜粋。
・
・
・
・

今回、繰り返し同じ仕事としてできるものと
そうでないものが混在してしまい、ポイント
計算はできなかった。しかし上記のような参
加者からの⾔葉や、仕事体験回数(表1)から、
短期間とはいえ様々な体験・仕事を実施し対
象者へフォローができたのではないかと考え
る。

７．計画報告書類完成

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

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）

空き家の⽚付け作業は想定以上に⼤変だった
が、これを最初の「仕事」として⼈⼒で丁寧
に⾏うことによって、    ということが
あった。    を学び、       が
育まれたのではないかと考える。
今後社会をよりよく変える活動SDGsに合致
していることが⽴証できた。
普段の⽣活ではあまり体験する機会がない
「壁紙を剥がして張り替える」等の作業を⾏
うことで新しい事を学ぶ姿勢や作業への集中
度・丁寧さを確認することも出来た(表1)
…？。各々がしっかりと指⽰通りに動いてく
れたためリフォームが完了した。とか…？

⼀連の仕事を細かく分けたシートに記⼊しな
がら振り返ることで、各々の得意・個性・技
術が⾒えてきた。短期間の中で⽬標状態を達
成することができる参加者もいたことは⼤き
な成果であると考える。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
Ⅴ．活動 84 96 19 234 64 209 44 99

各活動概要結果、懸念や課題などを踏まえて記載。中⽌の場合にはその理由を記載。250字以内

⑦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。
9⽉

対象者に参加⽇終了時に都度作成してもらい、9⽉末に取りまとめた。報告については別紙参照。

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。
3〜9⽉

得意体験シートはお仕事体験の都度、記⼊。
得意体験シートについて…仕事毎ごとに⼯程を細分化し参加者の対応能⼒を⾃他で評価する。

⑥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。2〜8
⽉

夏祭り等のイベント企画実⾏に関しては、浜⽥市内でコロナが発⽣したため中⽌した。
仕事体験内容に合わせて計画的に実施した。天候により実施できなかったものについては振り替えた。
畑仕事は、各種野菜種まき、苗の植え付け、収穫作業等の体験を⾏った。
臨床美術⼠による指導は⼀回。シーグラスは７回。 流⽊は  回。調理は３回実施した。段取りの難しさを学習。お仕事⾒
学では⾊々な事を⾒学。
参加者の興味があったのは観光農園だった。

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。
２〜8⽉

計画通り

事業紹介冊⼦やチラシを作成し、町の要所に置かせてもらった。新聞折込も⾏うことで周知を図った。
費⽤の⾯から新聞折込を複数回⾏うことが出来なかった。定期的に⾏うことでもっと参加者が集められたと考えられる。
新聞折込等を⾒た当事者の周りの⼈からの連絡が多く⾒受けられたことから、当事者へのアピールではなく当事者をとりまく
⼈へのアピールも必要だったことが課題として上がった。
HPにも掲載はしていたものの、インスタグラム・ツイッターといったSNSももっと活⽤すべきであった。

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。2021/1/1

隣家の売買・登記は計画通り完了した。
⼯務店とのリフォーム契約(厨房設備の改修⼯事)は、⽚付け作業の遅延により  ⽉になった。内部リフォームが完
成したのは  ⽉である。

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。 2021年1⽉〜8⽉ 計画通り

⽚付けは完了した。
家の内外のごみを仕分け、ゴミ出しを⾏った。⼩屋の撤去。びわの剪定伐採？、桜や松の枝切り。
全ての網⼾を張り替えた。壁紙は8割張り替えた。フローリングは3割くらい張り替えた。

考察等

*下記ご参照ください。(「新型コロナウイルス対応緊急⽀援助成 評価の実施について」より)

緊急助成という事業の特性から、合理的な理由により成果(アウトカム)での評価が困難な場合においては、実施状況(アウトプット)を中⼼とした評価での代
替も可能とします。しかし、事業実施により受益者に与えた便益や変化といった成果を把握することは、事業の価値を⾼め、事業の継続・拡⼤につながります。

事業の実施によって、事業実施後に⽬標としていく状態へどのようにリーチしたか、アプローチ不法や進捗などについての考え等を現状を踏まえたうえで記載（500
⽂字以内）⇩

対象者について。
就業することよりも先に対象者の⼼の傷をいやすことの⽅が先決問題であると考え、そのことに対してハードルを低く設定し、通所しやすい態勢を整えた。まず来る
ことだけでOKで仕事は⼆の次ととらえて、実施した。しかし実際は⾮常によく働きたくさんの成果を残した。作業が終わると雑談タイムに⼊り⼼に思っていること
をたくさん発して⼼置きなく帰っていった。このことによりまたつぎも雇⽤という気持ちになれたと思う。
今回の事業をいかして、「就労準備事業」を役所との連携を図り、来年4⽉にスタートしたい。ただしこれには役所からの補助が必要だが、もし実現できれば今まで
の対象者や新規の対象者、今までのボランティアや新規で募集したボランティアに参加していただき、実⾏したい。

③⼯務店による「⽀援ハウス」の内部リ
フォーム 6⽉

⼯務店による厨房設備の改修は完了した。

事業計画から転記

計画通り
ほぼ計画通り
遅延あり
中⽌    から選択

活動 進捗 概要



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など 200

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 482

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）

⽀援ハウス参加者と職場⾒学に⾏った。参加者と企業をつなぐことが出来、両者ともに喜んでいた。就労先の有⼒候補となった。

⻄川病院就労⽀援シップス
ハローワーク等でバイトや職場が⾒つからず困っていた就労⽀援利⽤者だったが、⻄川病院と情報交換しつつサポートしていったことで10⽉からの就職
先候補が⾒つかった。

⑧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
9⽉

今後も必要な事業であるという認識を持った。短期でなく⻑期の対応が必要である。⽀援ハウスは今後サロン活動の⼀部とし
て地域に開放して対応していく予定。事業化については予算と⼈員が必要なため現在予定なし。

補⾜説明

変更あり。2020年度予定分を⼀部2021年度に異動し、全体の⾃⼰負担分を本事業から法⼈事業に移⾏し総予算を減
少させた(7⽉)。
管理費の⼀部を削除・変更し、直接事業費の⼈件費等の予算を増減させて調節したが総予算の変更はない(9⽉)。
9⽉30⽇に通帳に⼊⾦したものは、

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
4,906,881
293,119

実績額 執⾏率

0.0%

0.0%
管理的経費 0.0%

事業費
直接事業費

5,200,000 0合計

広報内容

2021.4.16：中国新聞にて当事業が掲載「⽀援ハウス」
2021.4〜当法⼈HP上にてチラシ等を掲載し広告、当法⼈のインスタグラムも活⽤。
（HP：https://www.attakaiinet.com/ 、Instagram：active_otenki )

事業紹介⽤冊⼦(A5サイズ8p)：400部、3⽉末から配布開始。
事業宣伝⽤チラシ(A4サイズ裏表)：12000部(新聞折込⽤含む)、3⽉末に新聞折込済。

若者サポートステーション
事業説明やチラシ・リーフレットの配布等に際し協⼒を得ることが出来た。互いの活動を知るキッカケとなり、今後に活かせる繋がりを作ることが出来
た。

ベリーネ(障がい者雇⽤を⽬指す農園)

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

事業計画で想定していなかったものの事業実施の過程で⽣じたアウトカム・活動・波及効果を記⼊(500⽂字以内)

・本事業の中で制作した流⽊を使った⼯作物を販売する機会が⽣まれた。10⽉24⽇に当法⼈が企画するサロン活動の⼀環である秋祭りにて、バザー商品として並べ
る予定である。ボランティアスタッフとして？本事業の対象者も参加する予定である。結果が良ければネットショップにて販売する予定でもある。・・・？

課題を取り巻く変化

事業実施を通して、事業による成果また事業以外の状況の変化により課題を取り巻く環境や対象者の状況がどのように変化したかを考えて今後の活動予定と合わせて
記⼊(500⽂字以内)

浜⽥市では全くなかった活動を実施することが出来、市内外からの問い合わせがあった。
短期間の試み的な事業ではあったが、潜在的だった     というニーズを顕在化することが出来た。更にそこから⾒えてきた     といった課題の根の深さ
と実情の⼀旦を把握することが出来た。
家庭内虐待等の理由により引きこもらされていた⼜は引きこもらざるを得ない状況があり家から出ていく先がなかった環境だった。しかし本事業により参加者5名の
⽅々にとってこの⽀援ハウスがオアシスであると表現できる場所になったことは⼤きな成果であり、対象者の環境が良い⽅向へ変化したといってもいいと考えられ
る。また、参加者からこの活動を継続してほしいと強く望む声もあった。
しかし当NPOの⼒だけでは本事業と同様の活動を維持することは困難であるため、雇⽤契約なしで⽉1〜2回⽀援ハウスを開くことで居場所の提供は継続していく予
定である。

地域の住⺠(2件)

浜⽥市医療対策課(引きこもり担当)

浜⽥市地域福祉課⽣活保護係

別々の地域から各1⼈ずつ計2⼈の紹介依頼があった。連絡相談しながらフォローしたことで「よりよい変化が起こっている」と喜ばれ信頼を得ることが
出来た。⼀⼈は雇⽤契約し、半年で体⼒も社会性も伸び、週3回通えるようになった。また経済的にも少し改善した。もう⼀⼈はボランティア参加で継
続した。⾃分の⼼の内を他者と語ることで精神安定が伺え、次第に⾃⼰の振り返りも出来るようになった。他参加者との仲間意識も芽⽣えたようだっ
た。

当事業へ問い合わせがあり、担当職員が来所し⾒学された。
今後の浜⽥市での取り組みを考える資料として活動予算書作成の依頼をされたため作成して提出した。来年度の春には⽅針が決まるとのこと。

同係から親亡き後の地域の引きこもりの若者のフォロー依頼があり、引き受けてサポートした。⽀援ハウスが本⼈にとっての居場所となり外出できるよ
うになった。

連携先 実施内容・結果



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

内容

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

①規程類※の整備実績 
 

状況

4.報告書等

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）
事業紹介⽤冊⼦と事業宣伝⽤チラシにてシンボルマークを掲載した。ホームページにもこれらの冊⼦とチラシのPDFを掲載し
ている。

⾃由記述

ボランティア側の⼯程間もt噛めることが出来る〜ということもNPOの役割で…ということはここに書く。

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

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

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

未公開

変更はなかった

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


