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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 ： 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる良質な支援付き住居施設の建設とその住居施設で働くスタッフ等の人

材育成事業 

● 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ワンファミリー仙台 

● 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

＊ 

 

一人暮らしが困難な生活困窮

者等が、安心・安定して暮らせ

る住まいを得る 

日常生活支援住居施設の利

用者数 

30 2023 年 3

月 

未開設 ２ 

日常生活支援住居施設の生活

提供責任者を務められるよう、

職員が研修を受講する 

人材育成研修の受講者数 2 2023 年 3

月 

未受講 ２ 

新しく開設した日常生活支援

住居施設において、収益を得る 

入居者数（稼働室数） 平均 13 以上 2023 年 3

月 

未開設 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 

 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  

2.広報制作物等 

  

3.報告書等 

  

 

 

 

 

 

 

該当なし 
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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 事業全般  理事長 

 

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 

    

    

    

    

    

 

 

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 

   

「事業開始時から変化を把握できない短期アウトカムについては記載不要」とされ

ている。未開設であり、利用者数・受講者数・収支の結果が出ていないので記載し

ない。 

該当なし 
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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 

 ☐ 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 

 ☐ 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 

計画通りに支援付き住宅の建設が進んでいる。 
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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）日常生活支援住居

施設として法令の基準を

満たし、入居者が安心して

日常生活を送れる建物を

建設できているか。 

（人材）各年度 1 名の生活

支援提供責任者を担う人

材が養成されているか。 

（対地域）所在地域住民か

ら事業への理解を得て、入

居者が地域との接点をも

てるようになっているか。 

【予算が計画通りに適切

に執行されているか】 

 

活動内容・予算ともに

計画通りに実施され

ている 

【活動内容】 

（建設）建築士と打ち合わせを行い、日常生活支援住居施設として

居室の面積等の法令の基準を満たしたうえで、安心して日常生活を

送れる建物として設計していただいた。居室は全室個室で、1 室あ

たりの面積は収納を含まず 8.28 ㎡を確保。職員１人に対して最大の

入居者 15 人の個室に、最大限の日当たりを確保するために、１階５

部屋、2 階 10 部屋に分け、南向き・東向きとなった。アプローチ、

エントランスは北側中央からとし、利用者の出入りの動向がわかる

ように、事務室の前を通りパブリック⇒プライベートとつながるよ

うになっている。共用ダイニングは環境のよい南西に開かれた位置

に設け、大きな開口部で明るい空間とした。共用の浴室は坪庭付き

のユニットバス、シャワーブースとし、ひと時のくつろぎを演出、

日常生活にもアクセントが生まれるようになっている。数人がゆっ

くりと談笑できる居心地の良い談話コーナーを１階、2 階共に設け

ている。２階への階段は各個室にアクセスしやすいよう、中央部に

配置し、勾配を緩やかにした上りやすい設計である。入居者には喫

煙者も多いことが想定されるので、喫煙室も設けている。2021 年 7

月に着工し、9 月に上棟した。 

（人材）一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会に参画し、

国が実施する生活支援提供責任者等の資質向上研修の開催に向けた

情報収集をおこなっている。特定非営利活動法人すまい・まちづく
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り支援機構が実施予定の寄りそい支援検定研修や、一般社団法人日

本伴走型支援協会が実施予定の伴走型支援士研修をスタッフ 1 名以

上に受講させる予定である。 

（対地域）事業説明の資料を作成し、所在町内会の会長を通じて町

内会役員への事業説明をおこなった。着工前に、事業説明の資料を

持って法人代表が建設地周辺区画の住民へあいさつ回りをした。反

発等はみられず、「自分たちも、もっと高齢になって独り暮らしが難

しくなったらこの建物に入居できるのか」と言われるほど、地域に

必要なものと認識していただいている。 

【予算】 

資金調達アドバイザーの助言をいただきながら、収支計画を練り直

した結果、日本政策金融公庫から低金利の融資を受けて当初の計画

通りの建設資金を調達することができた。事業の進行に合わせ計画

通りに支払いをしている。 

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 

（建設）さまざまな生きづ

らさを抱えた幅広い利用

者を受け入れられる建物

を建設しているか。 

（人材）日常生活支援住居

施設の運営を担う人材を

（建設）さまざまな生

きづらさを抱えた幅

広い利用者を受け入

れられる建物を建設

している。 

（人材）日常生活支援

住居施設の運営を担

う人材を養成し他地

域へ横展開する方向

（建設）日常生活支援住居施設の利用者像を検討するにあたり、救

護施設の利用者像と、重なる部分もあり、同時に差異もあることが

明らかになってきた。日常生活支援住居施設の利用者像は、生活保

護を受給していて、一人暮らしよりも手厚い見守りや支援が必要な

人という部分では救護施設と重なるが、入所施設というほどの医療

的ケア・介護的ケアまでは必要としない人という点では異なる。障

害福祉制度の利用までは至らない、軽度知的障害とのボーダーライ

ン付近の層や、発達障害の「疑い」、刑務所や病院等での生活が長く

地域生活の経験が乏しい、トラウマ体験により人間不信状態やコミ



7 

 

養成し他地域へ横展開し

ているか。 

（対地域）地域社会の中の

さまざまな居住の形態の

うちの 1 つとして日常生活

支援住居施設の位置づけ

を整理できているか。 

である。 

（対地域）地域社会の

中のさまざまな居住

の形態のうちの一つ

として日常生活支援

住居施設の位置づけ

を検討している。 

ュニケーションが難しいといった、名前のつかないさまざまな「生

きづらさ」を抱えた幅広い利用者を受け入れられる建物として、プ

ライベートの時間をもてる全室個室の居室と、他者との関わりをも

てる共用部分（食堂、談話室など）を兼ね備えた設計となっている。 

（人材）日常生活支援住居施設のニーズは、今後全国で増大するこ

とが見込まれる。日常生活支援住居施設において従事する人材が対

利用者の支援スキルを身に付けることももちろん必要であるが、さ

らに管理・経営のスキルも日常生活支援住居施設の運営のためには

必要である。運営の流れを現場の職員に把握してもらうため、利用

料収受や委託事務費請求といった事務手続きも（総務会計部署では

なく）現場の職員に中心となって担ってもらうようにしている。将

来的には従業員が地元（宮城県外）へ戻って、その地域の居住支援

を担うことができるよう、在職中から準備ができるように社内の起

業支援制度を整備する予定である。 

（対地域）全国救護施設協議会、全国居住支援法人協議会、居住支

援全国ネットワーク、ホームレス支援全国ネットワークといった、

居住支援にかかわる他の全国組織やその構成団体との情報交換・議

論をおこなっている。生活支援を必要とする度合いに応じて、適す

る居住の形態は異なるが、日常生活支援住居施設が地域の中にある

ことで、当事者の選択肢を増やすことになり、加齢等で一人暮らし

が難しくなってきたとしても日常生活支援住居施設に転居すること

で慣れ親しんだ地域と人間関係から切り離されることなく生活を続

けることができる。 
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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

るか 

（建設・人材・対地域）日

常生活支援住居施設の運

営団体の全国組織に参画

しているか。 

（建設・人材・対地域）

日常生活支援住居施

設の運営団体の運営

団体の全国組織に参

画している。 

一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会に参画し、事務局業

務を担当している。日常生活支援住居施設を運営する他団体との情

報交換の機会を定期的にもっているほか、国（厚生労働省）へ日常

生活支援住居施設の現場からの情報提供をするために、情報のとり

まとめをしている。 

全国日常生活支援住居施設協議会の設立シンポジウムのために、先

行して運営している日常生活支援住居施設を紹介する映像を制作し

た。また、仙台市の担当課の課長に依頼し、設立の祝辞と日常生活

支援住居施設に期待すること等のインタビュー映像に出演いただい

た。紹介映像・インタビュー映像は設立シンポジウム（YouTube ラ

イブで配信）のなかで一般公開した（その後、アーカイブ映像が

YouTube で公開されており、現在でも両映像はシンポジウムの一部

として視聴できる）。 

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）さまざまな生きづ

らさを抱えた幅広い利用

者を受け入れられる建物

を建設しているか。 

（人材）本事業を通じて得

られた知見をもとに、国が

実施する生活支援提供責

（建設）さまざまな生

きづらさを抱えた幅

広い利用者を受け入

れられる建物を建設

している。 

（人材）国が実施する

研修内容の制作に参

画している。 

（対地域）厚生労働省

へ日常生活支援住居

（建設）すでに運営している日常生活支援住居施設の状況を踏まえ、

「入居者の失禁対応、感染対策のために、汚物流しが必要」「シャワ

ーブースの数、トイレの数は多いほうが良い」といった現場の声を

反映した設計となった。 

（人材）一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会に参画し、

事務局業務を担当している。国が実施する生活支援提供責任者等の

資質向上研修には運営側と受講側の両方から参加予定である。実施

前には運営側として現場の課題等を研修内容の制作に活かし、実施

後は受講側から内容改善のためのフィードバックをおこなう予定で

ある。 
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任者等の資質向上研修の

内容改善のためのフィー

ドバックをおこなう。 

（対地域）本事業を通じて

得られた知見をもとに国

へ政策提言をおこなう。 

施設の現場からの情

報提供をおこなって

いる。 

（対地域）一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会に参画し、

事務局業務を担当している。日常生活支援住居施設を運営する他団

体との情報交換の機会を定期的にもっているほか、国（厚生労働省）

へ日常生活支援住居施設の現場からの情報提供をおこなっている。

今後は、年内に関係省庁（厚生労働省、国土交通省、法務省）への

要望書提出を予定している。 

組織基盤強化・

環境整備 

事業継続的に実行できる

体制と組織基盤が強化さ

れたか 

（建設・人材・対地域）収

支状況を予実管理する仕

組みができているか。 

（建設・人材・対地域）

収支状況を予実管理

する仕組みを構築し

つつある。 

外部のコンサルタント（資金調達専門家アドバイザー）の協力を得

て、資金計画や融資計画の策定プロセスで、予実管理の考え方を学

んだ。建設費の支払い終了後、日常生活支援住居施設の運営が軌道

にのった時期を想定した資金管理のために、資金調達専門家アドバ

イザーとともに予実管理表を作成中である。 

 

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 

 日常生活支援住居施設の制度が始まってから、日住の運営事業者と厚生労働省保護課との定期的な勉強会をおこなっており、それがもとと

なって一般社団法人全国日常生活支援住居施設協議会が設立された。日常生活支援住居施設の運営事業者どうしの情報交換、新規立ち上げを

したい団体への情報提供・相談対応、国へ運営事業者からの政策提言・要望を届ける等の役割が期待されている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

 日常生活支援住居施設の制度の課題が明らかになった。例えば運営中のいわゆるランニングコストについては、委託事務費ということで公

費が給付される仕組みとなっているが、立上げ期のいわゆるイニシャルコストについては公的給付はなく、本事業のような助成金か、あるい

は各運営団体の自己資金でまかなわなければならないため、新規に日常生活支援住居施設を立ち上げることのハードルは高い状況である。ま

た、日常生活上の支援の対価として委託事務費が給付されるのは生活保護受給者のみであるため、生活保護を受給していない生活困窮者（生



10 

 

活保護水準を少し上回る程度の就労収入がある人や、低年金の人など）は、実質的に日常生活支援住居施設が利用できない状況である。これ

らの課題について、国への政策提言・要望をしていく必要性が明らかになった。 

 

    

④ 事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  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 

  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 

  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 

  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 

 

 

 

 

 

 

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 

 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 

現時点では計画変更の必要性はないと判断する。今後も随時、事業の改善状況を

確認していく。 

 


