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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年   月   日 

● 事 業 名 ： 多様な社会的孤立に対応できるヨリドコ機能の構築事業 

● 資金分配団体 ： 公益財団法人信頼資本財団 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： ☐有 無 

①  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

1．事業ターゲットが必要な情

報収集およびコミュニケーショ

ンが取れるオンライン上の場所

がある 

事業計画の見直し

により削除 

事業計画の見直しにより

削除 

   

2．事業ターゲットが新たな繋が

りを得ることができる 

事業の交換数 50 2022 年 2 月 ※相談件数（見て窓口に来た、類

推される相談数、LINE や SNS へ

のメッセージ数、動画へのコメ

ント）  

２ 

3.事業ターゲットが関心を示す

動画・web コンテンツ・記事の

作成 

記事数などの数 15 2022 年 2 月 合計１９ 

記事数 1３ 

動画数６本  

２ 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  1.達成の見込み   

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐変更なし 短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

事業の性質上、非接触のクラウド上でのコミュニケーションになるため感染予防が徹底されている。また、行動制限が求められる中、釜ヶ

崎地域をキーワードで動画として配信し、また釜ヶ崎の情報をスマホで常にチェックできるポータルサイトを充実したことがせいかと言え

る。 

また、今回の発信の取り組みを通じて、地域内の社会資源である他団体も、インターネットでの配信に否定的であったが、現在は積極的な

発信協力が生まれ、対面重視の支援の形態から、ハイブリッド型の支援の可能性への期待と実践が増えている。 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 

・日経新聞朝刊（2021 年 2 月 7 日） 

・読売新聞朝刊（2021 年 7 月 29 日） 

・西成労働福祉センター「センターだより 555 号（2021 年 8 月）・556 号（2021 年 9 月） 

 

※ABC テレビ「キャスト」「おはよう朝日」10 月放送予定 

※共同通信現在取材対応中 

※朝日新聞現在取材対応中 

 

2.広報制作物等 

3.報告書等 



事業名:　多様な社会的孤立に対応できるヨリドコ機能の構築事業

資金分配団体:　公益財団法人信頼資本団体

実行団体:　特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構

実施時期:　2020年4月～2021年3月

対象地域:　大阪市西成地区およびインターネットサイトの運営

直接的対象グループ:社会的に孤立した若年層就労困難者　間接的対象グループ：インターネットカフェ運営会社、若者支援NPO

概要

とっても妥当

中長期アウトカム 日本国内において、若年層就労困難者・生活困窮者がつながれるサービスがあり孤立しない状況になる。

短期アウトカム
日本国内において、本事業で開発する「オンラインヨリドコ」により特に若年の就労困難者・生活困窮者の人たちが他者と繋がり、情報の取得、就労、自己肯定感の向上、困窮状態

からの脱出につながれる状態になる。

中間評価報告書

事業概要
ネットカフェ難民のような若者のホームレス、就労困難者へのアウトリーチのためのオンラインサービスを開発する。

これにより就労困難者・生活困難者が安全なオンライン上の場所で生きるために必要な情報を得て、就労先を見つけ、困窮状態から抜け出すことを支援する

事業の背景

(1) 社会課題
現在インターネットおよびスマーフォンが普及したことにより、今まで「寄場」 に集まってきていた若年層就労困難者・生活困窮者が「ネットカフェ難民」などの状態に 陥り完全

孤立状態となり、その層へのアウトリーチ方法を模索している。

(２) 課題に対する行政等によ

る既存の取組み状況

●シェルターの民間委託

532 人が収容できる無料緊急宿泊所を委託。また、行政窓口が長期休業する年末年始には「越年対策事業」として、寝場所や食事の提供を委託。

●高齢者特別清掃事業(雇用創出)の民間委託

建設・土木業での日雇労働に就くことが体力的に困難になった高齢労働者を対象に地域 内の清掃などを雇用機会の創出として委託。

そのほか、単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり事業などの委託

(３) 休眠預金等交付金に係わ

る資金の活用により本事業を

実施する意義

評価結果の要約

評価要素 評価項目 考察

実施状況の分析

⑤実施状況の適切性

ウェブ媒体に関する知識を有する専門家と協議・検討を重ねた結果、アプローチしたい若年層困窮者の情報収集手段が想定と相違があることが認め

られた。より対象者に深く訴求するため、事業内容の発信方法に関して変更をすることとなった。マスマーケティングの手法とOne to Oneマーケ

ティングの手法を組み合わせた広報戦略の設計を行う。

当初、ウェブサイト（SNS含む）を中心に発信する予定であったが、それに加えて「Youtube動画配信」と「公式LINEアカウント開設およびLINE

相談窓口の開設」を行い、動画と情報のポータルとしてウェブサイトを利用することとなった。

各媒体は当事者に訴求できるデザインにするため、企画検討時には都度当事者の意見も集約し、ウェブサイトでは消費者金融業のウェブサイトデザ

インを参考にし、ロゴやサイトの色合いに関しても支援者で考えた当初案と当事者たちの中で一番人気の高かった案に大きく乖離が見られ、本事業

の実施にあたり、より当事者への理解を深めるきっかけとなった。

また、4月には新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言により、インターネットカフェが休業となった結果、当法人既存サイトや新型コロナ

住まいとくらし緊急サポートプロジェクトOSAKAのサイトを見て、釜ヶ崎に相談に来た若年層困窮者が多数おり、本事業の必要性を証明すること

となった。

元来、釜ヶ崎は日雇労働者の街として、不安定就労層が多数訪れる都市であった。結果的に多数の困窮者の支援団体や社会的資源が生まれた。しか

し、近年インターネット及びスマートフォンの普及により、釜ヶ崎に来なくても派遣等の仕事を探すことが容易になったことや、若年層困窮者の傾

向の変化などが影響し、釜ヶ崎に辿り着かなくなった。

若年層困窮者が釜ヶ崎での生活を選択しない理由として、

・釜ヶ崎の印象が悪い（怖いなど）

・簡易宿所よりもインターネットカフェの方がいい（利用方法が気軽だったり、インターネット環境が整っている、利用に際してのコミュニケー

ションが少ないなど）

・そもそも釜ヶ崎に簡易宿所があることを知らない

などが挙げられる。

そのような背景のもと、本事業を実施するにあたったが、新型コロナウイルスの流行に伴い、大きく流れが変わった。不安定就労層が生活の拠点と

している、インターネットカフェが緊急事態宣言により休業となり、利用できなくなった。その結果、大阪府行政が2,500円以下で宿泊できる宿泊

先のリストを行政HPに掲載した結果、インターネットカフェ難民の一定数が釜ヶ崎の簡易宿所（ドヤ）に流入してきた。

緊急事態宣言解除後、インターネットカフェが再開した際には再度インターネットカフェに戻る宿泊者もいたが、そのまま簡易宿所に滞在する宿泊

者も多数いた。簡易宿所に継続して宿泊している派遣などで就労している不安定就労層の人の中で、仕事が無くなり宿泊施設の代金を支払えなく

なったケースが数件あったが、そうなった際には宿泊施設より当団体に相談が入り、その後の支援に繋げることができ釜ヶ崎地区の社会資源に繋が

ることによって、困窮状態から脱することができた。

若年層生活困窮者がインターネットカフェで長期間孤立状態で生活することにより、精神的に不安定な状態となる可能性が高い。その結果、ホーム

レス状態に陥り、支援に繋がったとしても心身に大きなダメージが残り社会復帰が難しくなる傾向にある。（路上生活者の6割に障害があるという

調査結果=https://www.min-iren.gr.jp/?p=23743）

また、若年層就労困難者当事者の中には、不安定な精神状態や知的能力などが影響し、情報収集能力は低い印象である。さらに非正規労働者の割合

が年々増加しており、すなわち不安定就労層が増加している状況である。

元来釜ヶ崎は「寄せ場」として日雇労働者が集約されており、社会問題となる側面もあったが、不安定就労層や若年層困窮者が顕在化されやすいと

いう側面もあった。顕在化されることで支援団体による当事者へのアウトリーチが容易になるとともに、当事者同士での情報交換や、自身の状況を

俯瞰的に知りやすい環境とも言えた。

⑥実施をとおした知見

の共有、活動の改善
〃



中間評価報告書

外部状況の変化による影響

中間評価による活動の改善（実施状況の分析・アウトカム達成度合いを見込み活動をどのように改善したか）

はい■

いいえ□

「はい」の場合の

改善内容・理由

実施状況の分析

【元日雇労働者を招いてのヒアリング】

●どのような情報に興味を持つか

いわゆる「支援団体」が発信する情報は真面目で固く感じるため、積極的に見ようとはあまり思えない。現在釜ヶ崎地区を様々なYoutuberがロケ地

として使っているが、「煽り」がきついものほど再生回数が多いと感じる。また、当事者層の一部はそういった煽り気味の動画を好んでみる傾向に

あるとのアドバイスをいただく。

→課題として

しかし、Youtuberが発信する情報はソースが不明だったあったり、事実に即さない情報も多く、信用動画低い。

●本事業での動画企画の方向性について

ターゲットとなる当事者に興味を持ってもらえる情報の発信を行う。具体的に事実に基づくことを前提に大袈裟な表現や煽りに近い表現を用いると

ともに、エンターテイメント的要素を取り込む。

●2つのペルソナ

①マイルドヤンキー層→従来のヤンキー程の攻撃性・違法性はなく、マイルドの名が示す通り本物の不良にもなり切れない層のことで、地元指向が

強く、内向的、上昇志向が低い、などの特徴が見られる。

②内向的孤立層→他者とのコミュニケーションを苦手とし、避ける傾向にあるため、問題解決のために他者に頼ることのできない層。派遣労働での

ライン作業などを好む傾向にある。

【生活困窮者支援の専門家との協議】

社会福祉士であり、社会福祉協議会での勤務経験のある専門家の方に事業についてのアドバイスをいただく機会を設ける。

専門家より、

・点ではなく面で広げていくための工夫が必要である。

・情報発信により支援・資源につながることを目指しているはずなので、いかにアクションを生み出すかを目標にしなければいけないだろう。

・情報発信だけではなくいかに相互をコミュニケーションを取れる関係に発展させるかを検討する必要がある。

・当事者となる人の中には他者をを信用し辛い状況の人も多数いることが想定されており、そのような人といかにして繋がっていけるかを考える必

要がある。

・目に見えないホームレスを支援しており、必要な事業である。

【他地域で活動をしている専門員との協議】

認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい／理事長大西連さんを経験者として招きし、事業説明を行った上でターゲットとなる当事者が興味

を示してくれるような情報んいついてアドバイスをいただく

・目的

１．自分が大変な状況（生活困窮）であることに気付いてもらう

２．大変な時を乗り切るライフハック術を共有する

例）一番安くてカロリーの高いスーパー商品。

西成はスーパー玉出のうどん袋15円、炊き出しにはマイふりかけないと不味い。

３.動画を見ると支援に繋がることができる（支援団体に繋がる方法を知れる）

・動画を届けたい層、対象

西成、釜ヶ崎が怖い人たち イメージを変えていく。動画を撮影する理由

1．動画によって相談場所、相談コンテンツの認知を高める

2．説明用の動画必要な人に伝える課題

情報へのアクセス難易度を下げる

業界としてのITへの適応はあまり高くない

スマホを持つ人へのアプローチをどう高めるか。

⑦組織基盤の強化 〃

中間評価を実施して、事業計

画の見直しを行いましたか

はい□　（事業計画の改訂版を添付する）

いいえ■

追加助成の実施 有■　無□

有りの場合の、その実施状況

や効果について考察ください

調査の実行にあたり、あいりん地域内での調査活動に精通している大学教員が計画に携わってくれることが決定。

また、調査・アウトリーチ・相談業務に対応できるスタッフを増員。

現在プラットフォーム準備段階中であり、完成次第本格的に調査活動及びアウトリート活動を実施する。

中間評価前に事業計画・評価

計画の見直しをしましたか。

■不十分な点を明確にするために計画書類を関係者間で見直しを実施した

■アウトカム・指標等を見直しより精緻化させた

□事前評価時に十分に計画出来ていたため不要

□業務負荷の観点から見直しを実施していない

□その他（　　　　　　　　　）

事業成果に対する正・負の影

響（アウトカムへの影響（想

定するアウトカム内容の変

化・目標値の変化））

計画当初はインターネットカフェを中心に調査を検討していたが、今回のコロナ禍における当事者層の流動によりあいりん地域内簡易宿所との連携機会が生まれ、ヒアリングの結果

派遣労働で生計を立てる不安定労働層の宿泊者が多数利用していることが明らかになったため、地区内簡易宿所での調査も実施する。

事業実施に対する正（ニーズ

増）・負の影響（活動・アウ

トプットへの影響）

本プロジェクト当初では、「インターネットカフェ難民」の実態が掴みきれない部分があったが、新型コロナウイルス緊急事態宣言により一時インターネットカフェが営業自粛状態

となった。その結果、大阪市西成区あいりん地域にある簡易宿所（ドヤ）に多数のインターネットカフェ難民が流れ出してきた。彼らの情報源は行政HPにて発表された「インター

ネットカフェ等使用制限に伴う代替施設として利用が可能な宿泊施設」から情報を得ていたことが確認され、安価な宿泊施設を求めている不安定就労層が多数いること、インター

ネットによる情報収集を行っていることを証明することとなった。また、実際相談に来られた若年層生活困窮者の中にはコロナ禍の影響で派遣切りなどにあった人も多くニーズが増

加したとともに、不安定な社会情勢が継続しており今後も増えることが予想される。



中間評価報告書

今後の事業実施に向けて

事業実施における留意点

①事業費や資金調達について

（１）積極的な問題発信と並行した寄付募集：本事業ではインターネットを通じて動画配信、SNS情報発信、ウェブサイトでの情報発信を行うため、当事者へのアウトリーチに並行して、本事業が向き合う社会

問題を広く発信し賛同者を募る

（２）自社による情報発信及びプロボノの活用：情報発信を行うあたり、事業従事者による情報発信を積極的に行うとともにプロボノを活用し、高品質であるが低コストな情報発信ができる体制を整備する。

②当事者がメタ認知を高める工夫

（１）当事者、元当事者の声を生かした情報発信

情報発信において、プライバシーに配慮した上で当事者や元当事者を積極的に多用することで、共感性を高めることで認知する機会を作る。

（２）チェックリストの作成

チェックリストを作成し公開し、点数に応じて状況を判別することにより、客観的に判断できる機会を作る。

③動画等発信における活動の広報の効果に対する対応について

・アクセス数

・PV数

・ユーザー層詳細

などを測定し、効果測定し適切なアウトリーチを模索する。

④Web−Youtube-LINEをプラットフォームとして活用する仕組みの構築

Web制作等に関して知見のある専門家に相談した結果、ターゲットとなる若年層へのアウトリーチ方法としてWebページのみでの情報発信では十分ではなく、動画・SNSも用いることが理想であるとのアドバイ

スを経て、Web−Youtube-LINEの3メディアを連動させた仕組みを構築し、広い窓口を広げる。
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