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Ⅰ．事業概
要

Ⅱ．課題・
事業設計の

①受益者 ②課題

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難 利⽤者企画のイベント

ヒアリング・アンケー
ト

イベントの企画・運営
を主体的に⾏い、⾃⾝
の貢献している役割を
⾃覚する。

配慮することや、連帯
感が⽣まれた。

12⽉に1回開催。⼩学⽣低学年で障がいを抱えてい
る⼦どもを対象にクリスマス会を開催。⽇頃「配慮
を受ける」側にある障がいを持つ利⽤者が、⼦ども
達に配慮をしながらのイベント実施を経験したこと
で、他⼈との関わりについて学ぶ機会となると同時
に、利⽤者どうしの連帯感が⽣まれた。
元々⼈前で話すことが苦⼿であった利⽤者が、当⽇
に向けてみんなの前でゲームの説明や、会のとりま
とめをすることを進んで⾏えるようになったほか、
年下の年代がどうすれば楽しめるかなどの⼯夫を⾏
うようになったり、当⽇までに準備が完了できるよ
うスケジュール管理を⾏うことができるようになっ
たりした。

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

利⽤者数の増加

ハタラクコトの利⽤⼈
数

参加者：10名程度 7名

当初想定していた利⽤⾒込み対象者へ案内を⾏った
ところ、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により
「⼈が密になる場所へ⾏きたくない」との理由から
断る⽅が多く、当初の想定よりも利⽤希望者が伸び
悩んだ。感染症対策は⼗分に取っていたが、安全性
の明⽰や周知が⾜りなかった。また近隣施設でクラ
スターが発⽣したことも、利⽤者の警戒感につな
がったものと思われる。
また利⽤希望者には経済的な課題を抱えている⽅が
多く、当法⼈を利⽤するよりも、A型事業所、B型事
業所を利⽤したいとの理由から、利⽤を断る⽅もお
られた。
就職先で良好な関係が築けるよう、⽀援プログラム
を修了し、社会的スキルを⾝につけた⽅へのみ就労
⽀援を⾏っているため、「就労⽀援のみを受けた
い」という問合せについてはお断りしている。

課題設定、事業設計に関する振り返り 事業開始当初の想定よりも新型コロナウイルス感染症の拡⼤が⻑期化し、訪れる利⽤者は想定より少なかったが、その分1⼈1⼈の⽀援を丁寧に⾏うことが出来た。事業計画
の段階では「就労の準備が整う」ことを⽬標としていたが、実際には7名中5名を「就職に繋げる」ことが出来た。この成果から、事業計画・⽀援内容適切であったと考察す
る。
＜実施上⼯夫したこと＞
・利⽤者に事務所まで来てもらうため、まずは居場所づくりを通じた⽀援を⾏った。居場所に慣れてきたら就労⽀援→職場実習→職場探しのように、利⽤者の状況に合わせ
て、段階的に⽀援内容を変更していった。
・「障がいの特性を持つが障がい者⼿帳を持っていない」という利⽤者に対し、相談員や⽀援員により障がい者⼿帳取得のためのフォローを⾏った。障がい者⼿帳が取得で
きたことにより、この⽀援を⾏った2名は障がい者雇⽤枠にて就職を果たし、現在も配慮を受けながら就労を継続している。
・就職が実現したあとも、継続的に電話やメール等で利⽤者へのフォローを⾏っている。
・就職した5名のうち1名が就労環境と業務内容が合わず退職したが、その1名に対しては次の就職に向けたサポート（なぜ合わなかったのか原因を探るための個別⾯談実
施、企業との接し⽅等を講義形式で学ぶ等）を⾏い、新たな就職に繋げた。このように、⼀度就職した利⽤者も継続的に相談できるような⽀援体制の強化を⾏っている。

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。

実施時期: 2020年12⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 岡⼭県
事業対象者: ⼀般就労を希望し、知識・能⼒の向上、実習、職場探し等を通じ、適

正にあった職場への就労が⾒込まれる者

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 障害者就労⽀援事業
資⾦分配団体名: 中国五県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈未来へ

事業実施概要 就労を希望する、障がいがある利⽤者7名に対し、事業計画で定めた内容を以下のように実施した。
1.職業訓練：「knowbe」という学習ソフトを導⼊して⾏った。(週に2回／7名)
2.職場実習：当事業へ協⼒して下さっている⼀般企業に利⽤者と職員が出向き、実習を⾏った。(12⽉〜約週に2回／5名)
3.職場探し：職員がハローワークに同⾏することと、ＮＰＯ法⼈未来への法⼈と繋がりのある職場に⾯接を申し込むことを並⾏して⾏った。(約25回／5名)
4:定着⽀援:コロナ禍で⽣徒が就職した職場を訪問することが制限されているので、電話とメール等で職員が継続フォローを⾏っている。
5.⼼理的安全性の確保や居場所⽀援などの情意的側⾯への⽀援：お昼の休憩時間と⼀⽇のカリキュラム終了後の時間を⾃由時間として解放することで対応している。



障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

Ⅴ．活動

・美作県⺠局管内での⼀般就労に向けた
⽀援事業所が1箇所しかなく、周知され
ていないため周知活動。 ほぼ計画通り

⾏政や関係機関や地域の⾼校にパンフレットで広報している。地域の⾼校に対して、別事業で、各市町村を回っており、
出張で就労⽀援が出来たらと考えている。
また、⽅針を検討中のため、周知（広報活動）は⼀時中断している。

・⼀般就労に必要なビジネスマナー、コ
ミュニケーションスキル、認知トレーニ
ング等の実施。

計画通り

1.⾯接の模擬練習
2.講義
障害福祉に特化したクラウドサービス「knowbe」を活⽤したビジネスマナー、⼀般常識、コミュニケーションの講義を⾏った。利⽤
者が、knowbeで、コミュニケーション等の勉強した後に、ロールプレイングを⾏った。
また、⼀般企業の⽴場から、仕事とはの講義や、利⽤者の中で、「就労とは？」のワークを⾏った。
3.グループワーク
受け⾝の⼦が、⾃発的に取り組むため。仕事をする上での⼀連の仕事の流れことを、段取りを学ぶを、狙いとした。
(例)模擬的に商品開発をする。必要なものを作るのに、何が必要か、どれくらいの原価が掛かり、どれくらいで売れば、儲けが出るか
考える。
4.ワークショップ
利⽤者の得意分野、苦⼿分野の把握すること、就労スキルを⾝に着けることを⽬的に、実際の仕事に近い形で、壁貼りのワーク
ショップを⾏った。
5.調理実習
仕事に就く上での作業の段取りや⼿順を⾃ら考えたり覚えたりできるようになることや、利⽤者同⼠が協⼒して作業に取り組むこと
ができるようになることを⽬的とし、調理実習を⾏った。

事業実施以降に⽬標とする状況 利⽤者が、⼀般就労をする上で必要なスキルを⾝に着け、就労意欲があがっている状態を⽬指す。また、障害を持つ⽅への⽀援と同時に取り巻く環境の整備に⼒を⼊れてい
く。就労準備が完了した⽅は、⼀般就労を⽬指す。

考察等 利⽤者7名のうち5名が、就労意欲があがり、就職に繋がっている。
就職してからも、今後も継続して就労に必要なスキルを⼦どもたちに⾝に着けてもらうために就労移⾏⽀援の職員以外（NPO法⼈全体として）も学習ソフトknowbeを使え
るようにトレーニングしています。そして就労した⼦どもが仕事を辞めて当法⼈に相談に戻ってきたケースにおいてもknowbeなどを使い⾯接練習を振り返ったり基礎的な
スキルを再度学習することで再就職へ向けてフォローしている。（事業実施後再就職につながったケースもある）

活動

進捗 概要

利⽤者が仕事の内容や、環境の適性を知るこ
とが出来る。 職場体験を通して、合

理的配慮に関する資料
を作成する。

各利⽤者ごとの合理的
配慮に関する資料の完
成。

5名の資料を作成した

利⽤者の得意なこと、不得意なこと、配慮が必要な
ことなどを予め資料として共有することで、企業側
と働く利⽤者側との間で円滑に受け⼊れが⾏われる
ようになった。

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

就労意欲があがっている

ヒアリング・アンケー
ト

社会の中で⽣きていく
中で、就労における役
割を考えることができ
る

7名中5名が、就労意
欲を持つことが出来
た。就労意欲を持った
⼦は、全員就職でき
た。

当初はアンケートを⾏う予定だったが変更し、就労
⽀援を⾏う中での対話を通じた個別ヒアリングを
⾏った。
「仕事とは何か」をうまく理解できていない利⽤者
が多かったが、事業を通じ様々な⾔葉で説明を重ね
ることで、利⽤者の⽅が仕事に対して関⼼を持つよ
うになった。
就労意欲のあがらなかった2名は途中で利⽤を中⽌
することになったが、他の機関へ繋げた。

企業実習の受⼊数

実習利⽤者数
職場体験受⼊企業10
社程度

受⼊企業４社

実際に企業で活動を⾏うことで、利⽤者が就労への
具体的なイメージを持つことを狙いとした。実習を
経験した利⽤者が、実習先での成功体験や失敗を繰
り返し、就職してからの⾃分をイメージすることが
出来た。
受け⼊れる企業側にとっても、「障がい者雇⽤をこ
れまで導⼊していないが、今後受け⼊れたいと考え
ている。今回のようにフォローがあれば安⼼して取
り組むことができる」と喜ばれる結果となった。

ビジネスマナー、コミュニケーション能⼒

トレーニング
回答率が3割程度増
加。

knowbeの回答率が⾼
まり100％になった。
また理解度も100％を
達成した。

利⽤者の特性として「集中⼒がない」ということが
課題であり、訓練にゲーム感覚で取り組めることを
狙いとしてソフトの導⼊を⾏った。利⽤者が
「knowbe理解度チェック」を使うようになり、回
答率は100%となった。また理解度チェック(学習内
容をどれくらい理解したか：100%が上限)の数値も
100％に到達した。
繰り返しの練習をやりたがらない利⽤者が多かった
が、ソフトを導⼊することで繰り返し取り組むこと
が出来た。また指導を⾏うスタッフ側の負担も軽減
され、想定よりもスムーズに授業を進めることが出
来た。



2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
なし

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

補⾜説明
・実績額、計算中です。

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）
朝⽇新聞（クリスマス会の記事）⼭陽新聞 2020/12/29 放課後デイの⼦ども招待しXマス会開催 就労移⾏⽀援事業所楽しい時間過
ごす

管理的経費 0 0 #DIV/0!
合計 3,100,000 0 0.0%

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）
計画額 実績額 執⾏率

事業費 直接事業費 3,100,000 0.0%

Ⅷ. 他団体との連携

連携先 実施内容・結果

地元の⾼校
当法⼈の就労移⾏⽀援事業所の提供する就労訓練、⽣活指導などを利⽤し、双⽅協⼒のもとで⽣徒の就職活動を⽀援する協定を8⽉に結んだ。

Ⅵ．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、活動、波及効果な
ど

・未来への活動を知った地域の企業の⽅から、「何か協⼒できることはないか」と、直接問い合わせがあった。
・地域の学校との連携：8⽉に協定を結んだ。協定の内容は、⽣徒が、当法⼈の就労移⾏⽀援事業所の提供する就労訓練、⽣活指導などを利⽤し双⽅協⼒のもとで⽣徒の就
職活動を⽀援するものである。

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
課題を取り巻く変化 1.利⽤者の変化

・仕事に対するイメージが代わり、仕事が強制的にしないといけないというネガティブなものではなく、「楽しそう」と思って貰えた。
・利⽤した当初は、就労⽀援を受けることに後ろ向きだったが、仕事とは何かを説明したり、就労⽀援を続けることで、興味がないことでも、仕事に対して必要なことは、
前向きに取り組めるようになった。
(例)「掃除の仕事につきたいけど、何をしたらいいか。」という相談があり、何のスキルを⾝に着けたらいいかを⼀緒に考えた。
授業の中で、ハローワークの求⼈募集やサイトの求⼈サイトを先⽣と探し、⾃分のやってみたいという仕事を⾒つけて、興味がある企業を受けることになった。

2.企業側の変化
・障がい者雇⽤を導⼊していないが考えている企業が、「安⼼して取り組むことができる。」と喜ばれた
・企業側への⽀援として、障がい者の知識がなく不安な企業に対して、障がい者特性や、利⽤者の必要な配慮をお伝えしている。

3.今後の活動
今後の課題として、就職後のフォローや、以下があがっている。⽀援内容や体制は検討中である。
・実際の相談の中には、障がい者の特性を持っていても、障がい者⼿帳を取れない⽅もいた。
・また、⽣活に困窮している若者も多く、A型事業所、B型事業所のように、賃⾦が発⽣しないため、利⽤出来ない若者もいた。

・就労前等の職場実習などの機会準備、
提供。

遅延あり

利⽤者7名中5名が参加。実習先により、頻度は異なるが、週に2-3回、利⽤者の特性に合わせて、パン屋、製紙⼯場、アイスクリーム
屋、家具屋に実習に⾏った。慣れるために、少しずつ頻度を増やしていった。

・当法⼈が⾏っている他事業との連携に
よるイベント等により、⼼理的居場所の
確保や⼼理的安全の取得等、情意⾯への
⽀援も同時に⾏う。

ほぼ計画通り

昨年末に放課後等デイサービスのクリスマス会を就労移⾏⽀援事業を合同で⾏ったり、NPO法⼈未来へ（本部）の部屋を解放し⼦ど
もたちが居場所としても利⽤できるようにしている。（就労移⾏⽀援事業の部屋も利⽤できる。）

・利⽤される⽅々の親族、関係機関への
聞き取り、⾯談等の実施により関係構築
を⾏い、⽀援体制を構築する。 遅延あり

利⽤される親族との連絡は、当社への事務所に連絡が来ることが多いため、別事業でフォローしている。
休眠事業では、職場実習の際や、利⽤者が就職した後に、利⽤者や企業へのフォローを⾏った。

・職場体験を通して、利⽤者の特性を把
握し、利⽤者の就労に際に役⽴つような
合理的配慮に関する資料を作成する。 ほぼ計画通り

利⽤者の、得意なことと、苦⼿なこと、配慮して欲しいことをまとめて、就職後に役⽴てることを⽬的に作成した。
企業実習に職員が同⾏して、その後の感想や⼦どもの希望（就労に関して）をヒアリングすることで、利⽤者の就労の際に役⽴つよ
うな合理的配慮に関する資料5名作成し、就職先に共有した。



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

内部に窓⼝設置、外部に窓⼝を設置

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 ⼩橋公認会計⼠総合事務所が、休眠預⾦のルール通り会計が⾏われているか確認や、内部統制
の確認を⾏った。内部監査

実施予定はない

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

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。

はい

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。

いいえ

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

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。

はい

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

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。

未公開 公開に向けて準備中。

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。 変更はなかった

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 内容

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。 完了

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績


