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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年 9 月 30 日 

● 事 業 名 ： 東向島プロジェクト  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人パブリックリソース財団 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会 

● 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 þ 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

＊ 

 

新規の日住施設が開設さ

れ、入居者が定員に達す

る。 

入居者数 事業開始後 1 ヶ月以内

に、定員 16 名に達す

る。 

2021 年 10 月 10 月から事業開始の予定。 

すでに 16 名の入居予定者がお

り、目標達成の見込み。 

２ 

日住の職員要件、配置基

準を満たした生活支援員

が育成される。 

常勤換算 3.2 名以上の生

活支援員が従事 

常勤換算 3.2 名以上の生

活支援員が欠員なく従事

する。 

2021 年 10 月 10 月から事業開始の予定。 

常勤換算 3.2 名以上の職員が勤

務予定のため、目標達成の見込

み。 

２ 

日住制度（委託事務費）

を活用して、収支計画に

そった適切な収入が得ら

れている。 

職員配置 5：1 で宿直員

（夜勤）の配置、かつ重

点的要支援者が過半数を

超えることにより、事務

福祉事務所からの依頼の

過半数が重点的要支援者

に該当する。 

2021 年 10 月 10 月から事業開始の予定。 

職員配置 5：1 で宿直員（夜勤）

の配置で東京都に申請。また、入

居予定者は「重点的要支援者」の

２ 
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委託費の加算を請求でき

る。 

割合が 75％となる予定のため、

目標達成の見込み。 

関連事業も含めて、支援

付き雇用が創出されてい

る。 

雇用者数、総給与額 関連事業で月額 113 万円

の波及効果。 

（介護：50 万円、給

食：55 万円、清掃：8 万

円） 

2021 年 10 月 10 月から事業開始の予定。 

事業開始となれば、左記の数字

は達成の見込み。 

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 

 

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 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

þ 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 

○ 新型コロナ対応の研修を実施 

・感染症の予防と感染症発生時の対策が無低・日住における日常業務となっており、下記のとおり関連の研修や専門家による支援を受けた。 

１）職員研修 

・新型コロナ個人防護具着脱演習（計 7 回） 

・「新型コロナウイルス陽性者発生時の対応」（ZOOM） 

２）専門家よる訪問支援（保健師） 

・発熱者発生時の施設内のゾーニングや換気方法などについて。 



3 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 2020/11/12 毎日新聞 

「まだ 6%? 「貧困ビジネス」防止策 無料定額宿泊所から「優良施設」への移行が進まない理由」 

～また、運営する施設の移行を申請中の NPO 法人「ふるさとの会」（東京都台東区）は「生活困窮者向けの生活の場としての需要はあり、申

請は今後増えるはず。日住に移行した施設同士で話し合う場を設け、質を高めていく努力が必要だ」としている。～ 

 

 2021/7/12 福祉新聞 

「生活保護受給者 居住支援の受け皿に 日住協議会が設立会見」 

 

2.広報制作物等 

  

 

3.報告書等 
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 課題、事業対象、事業設計の妥当性 

（人材育成） 

 代表理事 

当プロジェクトの人材育成担当 

内部 課題、事業対象、事業設計の妥当性 

（建設関係） 

報告書作成 

 理事・事務局長 

当プロジェクトの施設整備担当 

 

外部 評価全般のアドバイス 

インタビュー、アンケート調査の実施 

 特定非営利活動法人すまい・まちづくり

支援機構 理事 

外部 評価全般のアドバイス（人材育成、生

活支援の効果） 

評価指標、アンケート項目の作成 

 東京都健康長寿医療センター研究所 自

立促進と精神保健研究チーム 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変化・改

善状況 

・入居者数、依頼数 

・利用者像（前住居地、要介護度、

障害の有無、転居先） 

・新規入所者 20 名（定員＋入退所 6 名） 

・「重点的要支援者」の割合が過半数、

転居者 6 名 

2023 年 

3 月末 

10 月から事業開始の予定。 

入居予定者に関して、「重点的要支援者」の割合は

過半数を超えている。 
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・入居者のニーズ調査（健康状

態、社会サービスの利用状況等） 

・生活支援の在り方や職員の要

件について、厚労省の示す基準

に反映 

・新規入所者 20 名（定員＋入退所 6 名）

の健康状態が維持され、社会サービス

の利用が安定的になされる。 

・関係性の支援に着目され、本人の希望

に応じた利用期間が柔軟に設定でき

る。 

2023 年 

3 月末 

・10 月から事業開始の予定。 

・当プロジェクトでも職員研修に位置付けている

NPO すまい・まちづくり支援機構の「ケア研修」

の内容が、日住の全国研修（主催：厚労省社会・援

護局、受託運営：（一社）全国日常生活支援住居施

設協議会）のカリキュラムに反映された。日住では

個別支援計画の策定が前提になっているが、個別

ケアに終始せず、周囲との関係性に重きを置くと

いう当法人における生活支援の実践は、上記の研

修にも反映されている。 

・行政、他団体の視察件数 

・マスコミ取材件数 

・視察件数 15 件 

・取材件数 5 件 

2023 年 

3 月末 

・取材件数 2 件 

・施設の運営開始前から取材の依頼は受けている

が、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、対応

は限定的にしている。 

・公的な建設補助金の提言 

・社会的事業に参画する家主の

動向 

・日住新規開設時、既存物件改修時の公

的な建設補助金の要望書を行政機関に

提出。 

2023 年 

3 月末 

令和 3 年度より「社会福祉施設等整備費補助金」

の対象に日住が追加されたことで、公的な建設補

助金は実現した。 
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②  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

短期アウトカムは中間地点

でどの程度達成しているか 

概ね達成の見込み 8 つの短期アウトカムを設定していたが、中間評価時は施設の運営が開始され

ておらず、評価を行うことができない。したがって、有識者を交えた評価活動

は 10 月以降に延期することにした。「公的な建設補助金の提言」及び「生活

支援の在り方や職員の要件について、厚労省の示す基準に反映」は、中間評価

時にすでに目標を達成しているが、前者に関してはその内容に先述した課題

があるため、引き続きの提言活動を行いたい。 

施設の運営が開始された後に、入居者の生活状況をヒアリング調査等で評価

していくが、新型コロナウイルスの流行次第では対面の調査は限定せざるを

得なくなく。 

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 þ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

中間評価時には施設の運営が開始されていないため、

目標値の測定は不可能だった。測定可能だった２つの

短期アウトカムについては、内容の改善ができるよう

に評価を続けたい。残り６つの短期アウトカムについ

て、施設の運営開始となる 10 月以降に評価を実施す

る。 

「行政、他団体の視察件数」、「マスコミ取材件数」に

ついては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、
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 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

施設の運営開始後も制限をせざるをえない。 

その他の短期アウトカムについては残りの事業期間

をとおして目標値を達成にできる見通しである。 

 

 

 

B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

活動内容は計画通りに実施されて

いるか 

【建設】 

定められたスケジュール

通りに建設が完了し、日住

としての認定を受けるこ

とができたか。 

 

【人材育成】 

日住で勤務できる職員が

何名育成、配置されたか。 

 

【地域との関係性】 

施設の開設にあたり、近隣

住民の理解は得られてい

 

 

【建設】 

・コロナ禍の影響であろ

うか、行政サイドの手続き

に想定以上の時間を要し

た。 

・施設の認定について中

間評価時は未済。 

 

【人材育成】 

制度開始前から実施して

いた研修が、国の研修基準

とも合致した。 

 

 

 

【建設】 

・建設完了・引き渡しから、施設としての運営開始予定日までの

間が 1 週間程度しかなく、急ピッチで準備作業を行うことにな

った。 

 

【人材育成】 

・ケア研修（NPO 法人すまい・まちづくり支援機構主催）の受

講修了 ⇒職員 7 名 

・社会福祉主事任用資格通信講座の受講中 ⇒職員 4 名 

 

【地域との関係性】 

近隣説明会において当法人が日住を運営することについても共

有した上で、特段の反対意見もなく理解を得られたことは、オー
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るか。 

 

【地域との関係性】 

地元のオーナーと近隣住

民との長年にわたる信頼

関係があったことで、話が

スムーズに運んだ。 

 

 

ナー創設型の利点だと感じられた。 

実施状況の 

適切性 

予算が計画通りに適切に

執行されているか 

 

 

スケジュールには変更が

あったが、予算には大きな

影響はなかった。 

 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

活動を通じて、新しい視点、新しい

アイデアが生まれているか 

【人材育成】 

人材育成の活動を通して、

新たに必要な支援のあり

方、育成のあり方が発見で

きたか。 

 

【地域との関係性】 

地域とのつながりをもっ

た施設運営が実施されて

いるか。 

 

 

【人材育成】 

既存の施設にて先行して

支援を実施したことで、入

所中においても地域との

つながりを意識し、退所後

の地域生活を視野に入れ

た生活支援のイメージが

具体化できた。 

 

【地域との関係性】 

 

 

【人材育成】 

本プロジェクトの人材育成の活動である事例検討会（退所後の

支援事例）を通して、長期的な視点での地域支援のあり方が検討

された。 

 

【地域との関係性】 

・近隣には当法人のサポートを受けながら一人暮らしを継続し

ている利用者が大勢おり、開設する施設に足を運んでもらうな

ど関わりの強化が期待できる。 
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施設運営はこれからのた

め、未評価。 

 

 

 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

活動を通じて得られた知見を

同じ分野で活動している団体

と共有できるように、整理・蓄

積できている 

【建設】 

新規の日住運営や施設建

設を希望する事業者やオ

ーナーからの問い合わせ

件数。 

 

【人材育成】 

・定期的に知見を共有し、

提言にむけた意見効果が

できるグループの設立。 

・個別支援計画作成の知見

を他団体と共有できてい

るか。 

 

 

 

 

 

【建設】 

建設完成前、施設運営の開

始前のため評価できず。 

 

【人材育成】 

従前から全国的なネット

ワークや、都内での地域ケ

ア連携を行うグループを

組織していたことが、制度

後の対応を容易にした。 

 

 

 

 

【建設】 

公的な施設整備費には「オーナー創設型」がなく、当助成金の継

続もないとすると、社会的事業に関心のあるオーナーであって

も、日住には参画する余地がない。 

 

【人材育成】 

①従来の個別支援計画は、各団体で様式が異なり、共通したもの

がなかった。昨年度より、他の日住施設に従事している団体との

研修事業（社会福祉推進事業）に参加している。就労支援、女性

支援、高齢者支援等に関して、本人の希望と関係機関の意見など

を整理した上で、本人と協働して作成するケアプラン作成の基

本的な考え方を共有する取り組みが始まっている。 

②「支援付き住宅建設・人材育成事業」に採択された 3 団体（NPO

ワンファミリー仙台、NPO 抱僕、NPO ふるさとの会）を中心に
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「一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会」を設立。厚労

省とも定期的に情報交換を実施。日住のモデルとなるような施

設づくりを 3 団体で行った上で、施設の完成後は実施令和 3 年

度よりメニュー化された日住に対する施設整備費補助金の先行

例として参照されるよう要望した。7 月 29 日には設立シンポジ

ウム「日常生活支援住居施設の可能性を考える」を開催した。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

活動を通じて見えてきた課題をフ

ィードバックし改善に活かしてい

るか 

【建設】 

公的な施設整備の対象に

「オーナー整備型」を加え

ることができるか。 

 

【人材育成】 

必要な人材育成の課題を

今後の活動に活かすこと

ができるか。 

 

【地域との関係性】 

当プロジェクトをきっか

けにして、地域における包

括的な支援が促進された

 

 

 

【建設】 

中間評価時点では実現の

見通しは立っていない。 

 

【人材育成】 

感染症の予防、拡大防止の

研修が不可欠との課題を

発見した。 

 

【地域との関係性】 

建設完了前、施設運営の開

始前のため評価できず。 

 

 

 

 

【建設】 

類似する福祉制度である都市型軽費老人ホーム、障害者グルー

プホームには「オーナー整備型」が存在する。 

 

【人材育成】※感染症に関する非常勤研修の強化 

新型コロナウイルス感染症の予防や拡大防止がより必要となっ

ている。感染症予防に関しては、これまで常勤の研修に力を入れ

ていたが、非常勤の研修が不十分であるという課題が見えてき

たため、感染症予防の実践研修をしていく予定である。 

 

【地域と関係性】 

・障害者、要介護者、刑余者等の日住の利用者像（「重点的要支

援者」）から考えても、他法・他施設との連携によりさらに支援

の幅が広がることを再認識した。当法人では昨年 7 月、墨田区内
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か。 

 

 

 

 

に相談支援事業（計画相談）と自立生活援助事業を開設し、障害

福祉サービスと日住の支援連携を促進することができた。また、

日住退所後の関わりとしては、施設からの居宅移行支援、地域生

活定着支援を行う「居宅生活移行総合支援事業」（委託）を、今

年度から墨田区で開始している。 

 

 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

・日住は新たな制度であるが、長年にわたる生活困窮者支援の実践や全国的な事業者のネットワーク、社会的事業に理解のあるオーナーとの

関係性がベースにあったことで、制度や情勢の変化にもある程度柔軟に対応できた。 

・評価対象期間中に、当法人では無低 9 施設が日住の認定を受けた。認定から今日までは、委託費負担を懸念しての利用控えや「中間通過施

設」としての転居指導は福祉事務所から受けていないが、制度スタートの移行期を終え、今後は日住に転換した事の明確な成果が求められる

であろう。 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、施設建設のスケジュールに遅延があった。また、マスコミの取材対応や視察・見学対応を制限せ

ざるを得なくなった。何より施設運営上の負担が大きく、そもそもは PCR の検査結果が出て、入院待機中の個別対応を想定していたが、こ

の間の感染者拡大、「医療崩壊」を受けて、実際には陽性者であっても入院できず、事業所内でケアを継続せざるをえない事態になった。 

 

 

 

    



12 

 

④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 þ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 þ 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

添付資料 

 

3.活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成する

ために 

☐ 事業計画は適切に改善されたといえる 

þ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

施設運営の開始前のため、中間評価の対象も限定的になったが、主なアウトカム

につながるアウトプットの阻害要因及び貢献要因を検証することができた。それ

により新たなニーズや不足していた取組が明らかになった。これら調査結果を踏

まえ、事業開始後の改善に取り組みたい。 
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