
２節 フォローアップ調査事業１ 

雇用促進住宅インクルージョン推進事業  （健康促進住宅はしま改修工事）

 平成２６年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業 

（国土交通省）採択 

代表提案者：社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会 

補助対象事業費：31,026 千円（補助額：20,684 千円） 

補助対象事業所在地：岐阜県羽島市下中町城屋敷 

提案時資料   

2 号棟の全体図 ※1号棟は、主に旧雇用能力開発機構時代から引き継いだ入居者在住 
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1. 事業概要

提案概要 

障害者支援事業を行う NPO 法人が社会福祉法人を設立し、羽島市にて行き場のない触

法障害者（児）等を対象に、雇用促進住宅の改修により、公的住宅 7室、共同生活援助 10

室、交流施設・食事サービス施設を整備する。障害者（児）の特性に応じ、相談・地域移

行支援サービスの提供を行う。 

評価概要（採択時） 

雇用促進住宅の再生という見地でも、触法児童や障害者の居住安定確保や就労支援と

いう見地でも、社会的意義が大きく、評価できる提案である。 

提案の背景と経緯、地域の状況 

提案者は提案時に 6か所 34名の共同生活援助を運営し、入居者には、帰るところのな

い障がい者、虐待による緊急入居者、医療少年院からの入居者等が含まれている。近年、

矯正施設等からの出所者に障がい者が多数存在しており、当事者への福祉支援の欠如に

より再犯に至る案件があることが認識されている。また、児童養護施設等を退所する児童

の中にも障がいを抱え施設退所後の住まいや仕事に困り行き場を失う者がいる。再犯防

止のためも福祉を必要とする者等を保護観察で福祉サービスへ繋げることへの必要性の

認知度も上がってきているが、実際に非行や罪を犯した者を受入れる社会福祉施設は限

られている。罪（非行）を犯した者も一人のかけがえのない社会の一員であり、地域の仲

間として受入れ見守ることが提案者の役割であると認識し、雇用促進住宅インクルージ

ョン推進事業（健康促進住宅はしま改修工事）の提案に至る。 

岐阜県羽島市は、一宮と同様に繊維の一大生産地だった。現在は衰退気味だが、産業は

現在も少し残っている。ベッドタウンというほどの人口密度は無いが、名神高速のインタ

ーと新幹線の駅があり、岐阜県の交通の要所である。 

２．建物概要 

37



住宅・施設の形態 

構造：鉄筋コンクリート 5階建 ２棟、延床面積：3,659.16㎡ 

申請外部分：１棟の一部及び別棟（公的住宅）、申請部分住戸数、施設：１棟の一部 

住戸内設備（２名共同利用）：トイレ、洗面、浴室、台所、共同利用設備：交流室、食堂等 

グループホーム（GH健康促進住宅（知的障害・精神障害 共同生活援助））、Ohanaの家（児

童自立生活援助事業（第 2 種社会福祉事業）自立援助ホーム）、LaLa の部屋（児童福 祉施

設退所者等アフターケア事業） 

GH 健康促進住宅（知的障害・精神障害・発達障害 共同生活援助）16 戸 定員 30 名 

入居状況（H28 年 4 月） 

男 女 男 3 女 14 

年代 障害種別 知的 精神 身体 計 

10 代 4 1 0 5 

20 3 1 0 4 

30 1 1 0 2 

40 1 0 0 1 

50 3 0 0 3 

60 2 0 0 2 

計 14 3 0 17 

区分（平均 2.1） 

利用者数 

区分 6 区分 5 区分 4 区分 3 区分 2 区分 1 区分無し 

0 0 0 8 5 1 3 

利用者市町村別 羽島市 5 人 その他 12 人 

費用 

家賃 家賃 13,000（南） 家賃 11,000（北）（家賃補助有 10,000） 

食材費 （朝・夕） 24,000 円 

日用品費 2,000 円 

水光熱費 実費 

LaLa の部屋（児童福祉施設退所者等アフターケア事業）相談室・交流・緊急宿泊 2 室)

入居状況（H27 年 4 月-H28 年 3 月） 

相談者数 2,753 人（延べ） 

相談内容（電話） 生活相談、就職相談等 

緊急宿泊 5 人（内 4 人が就職・地域生活へ） 

費用 

1 週間 無料（家賃・光熱水費共） 

1 カ月 家賃無料・光熱水費負担 （2 人/１戸） 

2 カ月から 6 カ月 家賃 12,000 円＋光熱水費実費  

（協会事業所で就業実習又は就労月 20 日以上で家賃免除有） 
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Ohana の家（児童自立生活援助事業（第 2 種社会福祉事業）自立援助ホーム）定員 12 名 

入居状況（H27 年 4 月-H28 年 3 月）（延べ人数）計 84 人 

岐阜県中央 

子ども相談センター 

51 人 

県内その他地域 

子ども相談センター 

26 人 

愛知県 4 人 

石川・金沢 9 人 

私的契約 6 人 

一時保護委託児 1 人 

費用 

利用料（朝・夕食含む） A（共同生活 2 人）20,000 円、B（1 人一戸）30,000 円 

岐阜県負担金 1,100 円（収入により異なる） 

電気ガス水道料金 実費 

３．事業の有効性等 

設定課題の解決等の効果 

　社会的養護や矯正施設、要保護家庭の児童・障害者等はいったん施設・家庭を出た後つ

まずいた時に帰るところがなく、再非行・再犯につながるケースが少なからずある。住居

は、食べる事と共に重要であり、生活立て直しへの第一歩として住居提供が大きな役割

を果たしている。これまで、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施

設、少年院、医療少年院、他の自立援助ホーム、家庭裁判所（試験観察）、要保護家庭、

法人内GH からの入居者を受け入れてきた。虐待、医療少年院、矯正施設、養護施設等の

退所者（中途含）への住居提供に役割を果たしてきた。 

社会的養護の子どもたちやこだわり、障害のある者は、新たな社会生活で直面する様々

な生活場面で、とまどうことも多い。個々の状況を把握し支援することにより、生活の立

ち直り、自立支援につなげていく等、入居者等への生活支援を行ってきた。 

入居等への経済的支援は、障害者年金が無い者や家族の支援の無い子どもたちが着の

身着のまま来所する事もあり、不可欠である。寄付金を原資として基金を設立し、生活の

立ち直り支援のための金銭貸付支援も行っている。返金が滞ることが多いが、少しづつ返

すことを目的に当協会へ里帰りする子どももあり、アフターケアの継続性担保につなが 

っている面もある。 

本会は、岐阜県の行き場のない社会的養護の子ども達の最後の砦となり、またその拠点

としての役割がある。子ども達の未来の可能性を広げるため、つないでいくため、就労の

場は重要であり、少しでも理解ある企業を増やしていく事が重要であり、職親チャレンジ

プロジェクトは無料職業紹介所の可を得て活動している。 だれもが社会の一員として

包み支え合う地域（インクルージョン社会）づくりを目指して活動している。  
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事業の先進性・独自性等 

法務省、岐阜県、羽島市等と緊密な連携が必要な事業であり、福祉関係団体以外に商工会

議所、生活困窮者支援団体等多くの団体と情報交換して事業を行っている。地域住民とは敷

地内清掃、自治会活動等で関わっているが、施設の性格上、地域全体への情報発信は、オー

プンに出来ない面もあり、自治体や司法関係機関及び専門機関への情報公開としている。 

計画当初は、一般住宅、GH、Ohana等を同一建物に設置する事を検討したが、開発許可の

条件により福祉施設を 2号棟にまとめて設置した。法規上の困難さがあったが、岐阜県建築

事務所、羽島消防署の理解と後押しにより、同一棟に設置することが出来た。階段室型団地

はバリアフリーではないので、高齢化に対応する住居提供を考える必要が有る。また建物も

老朽化が進んでおり大規模修繕が必要だが、資金的な困難さは否めない。 

サービス提供等に関して、階段により上下左右に分断されており、移動に時間がかかる困

難さがあるが、2人 1戸（場合によっては 1人 1戸）という少人数の生活空間が、集団生活

内で 1人の時間を確保でき、個人のプライバシー保護については、良いと感じられる。 

同一団地に一般入居者と GH、Ohana の家、LaLa の部屋があり、入居者間の交流は、交流

室や娯楽室の設置等工夫している。しかし、個々の成育歴や障害の種別（精神・知的・発達）

が異なる等、場合によっては意気投合することもある反面、お互いに理解ができず部屋に引

きこもったり、職員に同居への不満をぶつけるなど、互いの信頼関係構築には時間がかかる

場合があるため、職員の目が届くセキュリティが充実した住戸とそうでない住戸を保護度

により選択して入居している。 

社会的養護の子供たちの中には発達障がいや知的障がいがある者もいるが、本人が障が

いを受容していない場合が多く、入居形態が違う入居者間の偏見やトラブルがゼロではな

い。しかし、それらも含めてこの場所はインクルージョン社会の第一歩となっている。全国

に活用方法の検討が必要な団地があり、生活困窮者支援、低所得母子支援等、地域ニーズに

合わせた活用方法の検討をされたい。 

４．モデル事業 関係者の声 

事業者、スタッフ 

 グループホームサービス管理責任者 W さん
 自立援助ホーム Ohana の家 A さん
 LaLa の部屋 児童福祉施設退所者等アフターケア事業 相談員 T さん

GHと Ohanaと LaLAのスタッフは、週１回行われる全員参加の会議で情報共有を図って

いる。 

グループホームは本人と契約するので、入居対象者の存在について相談を受けると、本

人、役所と情報共有し、支援内容を検討し決定する。 

自立援助ホーム Ohanaに入居した子は皆本当によく働き、一人あたり３カ月間で 10万

円を貯めることを目標として頑張っている。節約のため、病院に行かない子も多く、月３

千円までの病院代と成人式費用を Ohana基金で賄う事としている。 

特別支援学校からきた子どもたちは、行動に驚かされることもある。同世代よりは、親世

代のいる環境で就労すると、就労先の親世代の方が気にかけてくれ、ほめられたりする中

でモチベーションを高め人間関係を学ぶことが出来る。非行系の子は自立度が高く、ひき

こもり系の子は自立度が低い傾向を感じる。以前に入居した子が大学を卒業し、スタッフ

として戻ってきており、成果を感じる。近隣自治体から Ohanaに入居希望される子の中に

は、帰る自宅等のある子がいることもあり、「出来るだけ、帰る場所の無い、本当に支援
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を必要とする子に自立するために、ぜひ利用してもらいたい」と思っている。仕事探し、

アパート探しは、本人とスタッフが共に行う。年齢の面で福祉サービスを利用できない難

しさがある。近隣アパートの中から家賃 35,000円位の家賃の物件を探すが、未成年なの

で契約上の問題があり、法人が保証人となっている。就職先が住まいの面倒を見てくれる

こともある。15-20歳の中卒の子が正社員の職を得るのは難しく、協力雇用主の更なる開

拓が必要と感じる。

LaLa の部屋は、１週間から１カ月程度滞在することが多い。入所施設退所後に資格取

得のために、最長６カ月利用した方もいる。法人は無料職業紹介事業の許可を受け、ハロ

ーワークと同様の就職先検索が出来るハローワークインターネットサービスを設置して

いるので、それを利用して職探しが出来る。協力してくれている協力雇用主を増やすこと

が必要と感じている。 

建物については、団地のバルコニー側１階にスロープで上がれる各室をつなぐデッキ

を設置した。階段室型の団地なのでもともとの動線は縦移動が主であったが、デッキを付

けた事と共用部分でバルコニーの隔板を無くしたことで横移動が出来るようになり、団

地を利用することによる不自由さはあまり感じない。団地で、1住戸内の２室に１人ずつ

２人で住んでいて、プライベートルームが有るのが良い。２棟団地が有るが、自治会には

参加し、入居者も草むしり等自治会活動を一緒に行っている。地域の神輿が回ってきたり、

近所の方が野菜を届けてくれることもある。中心街から離れているので、就労先の中心街

へ自転車で通勤するのが大変な点はある。 

利用者 

＜ 健康促進住宅はしまグループホーム入居者 ＞ 

 E さん 25 歳 女性

以前は同法人の他の GHに居住していた。就労支援でベルギーワッフル作りや内職、洗車

作業を行っている。仕事の休日はスタッフと一緒に外出し、映画を見る等している。就労

支援事業所へは自転車で通っている。

 U さん 女性

就労支援でベビーカステラや、ワッフル、クッキーを作っている。休日はゲームをして過

ごす。Eさんと Uさんは、同じ住戸内の 2室にそれぞれ住んでいる。入浴の順番等を 2人

で相談して決めている。

 K さん 女性

住み心地は良い。住宅の中で得に使いにくいところは無い。就労支援で、袋に糸を入れる

作業を楽しんでいる。

 S さん 女性

以前は同法人の他の GHに居住していた。

健康促進住宅はしまの GHには徐々に慣れてきて、住みやすく感じている。スタッフから

は優しくしてもらっている。スタッフと温泉に行くのが楽しい。就労支援で安納芋の販売

で声掛けをするのが好き。休日は折り紙や本を読んで過ごす。親は老人ホームに入ってい

る。兄と年２回会うのが楽しみで、兄に長生きしてほしいと思っている。

 T さん 女性

小さい子や高齢の方と接するのが好き。住戸ではお湯と水がわかり難い時が有る。

 U さん ４１歳 女性

月―金で就労支援事業所もっくるで木製品を作ったり、畑作業を行っている。今の仕事内

容を気に入っている。入居して２年位。ここに来る前は親戚の家にいた。GH の住み心地

は良い。賃金は本の購入につかう。

41



 S さん １８歳 男性

月―金で就労支援事業所もっくるで木製品を作ったり畑作業を行っている。今の仕事内

容を気に入っている。ここに来る前は、山形の児童養護施設にいた。入居して１年。５階

に住んでいてここは住み心地が良い。

 O さん 20 歳 男性

月―金で就労支援事業所もっくるで木製品（スプーン等）を作ったり畑作業を行っている。

やすり掛けを気に入っている。ここに来る前は、自宅にいた。入居して３カ月。GH の住

み心地は良い。

 S さん ２１歳 女性

月―金で就労支援事業所ふくふくでミシンを使ったり刺繍をしたりしている。今の仕事

内容を気に入っている。ここに来る前は、山形の児童養護施設にいた。入居して４年位。

４階に住んでいてここは住み心地が良い。賃金は、好きなものの購入に使う。

 U さん、S さん、O さん、S さん

別棟に住んでいる住人とは、挨拶をする。スタッフとは、困ったことが有ったら話をする。

３階の食堂で皆で夕食をとり、朝昼は１階の食堂で皆でとる。休日は、住宅内で過ごすこ

とが多い。

関係機関 

 岐阜県子ども家庭課 児童養護係 O 氏

岐阜県子ども家庭課では、児童養護を所管している。当県では、要保護児童の住まいに

ついて、児童養護施設については、ケア形態の小規模化を推進するとともに、里親への委

託や５人又は６人定員のファミリーホームの整備を充実させたいとの方針を掲げており、

今後、県内 20か所の整備を目標にファミリーホームの設置を進めている。ファミリーホ

ームは、家庭的な落ち着いた雰囲気の中、児童の住まいとして安定した生活環境が提供で

きるものである。一方で、ケア形態の小規模化については、スタッフの負担が高い面もあ

るという課題も感じている。 

（福）岐阜羽島ボランティア協会は、県内では社会福祉法人で初めてファミリーホーム

を開設される予定であり、主に障がいを有する児童を中心に受入れ予定である。岐阜県羽

島市での開設となるが、位置的にも県下からの児童受入れをフォロー出来る場所にある。 

その他、（福）岐阜羽島ボランティア協会に協力いただいている県事業として、岐阜県

児童福祉施設退所者等アフターケア事業がある。平成 27年度末の県下児童養護施設の退

所者数は 37名。入所児童には、 日ごろから（福）岐阜羽島ボランティア協会が、退所

後の進路等について相談に応じている。 

近年、児童養護施設退所児童については、就職した後の離職率が高いことが課題となって

おり、継続的なフォローが重要である。 

県としては、児童へのインターンシップの機会提供や、キャリアカウンセラーによる職

場マナー講座等を開催して就職支援を行っている。また、平成 28年度では、児童養護施

設職員が退所後児童の家庭を訪問し、相談に応ずる事業等を展開している。こうしたアフ

ターフォローについては、岐阜県と（福）岐阜羽島ボランティア協会とで、年４回アフタ

ーケア担当者会議を開催し、県内児童養護施設、県の職業紹介担当機関、ハローワーク等

にも参加いただき、連携を図っている。（福）岐阜羽島ボランティア協会は障がい福祉に

関する実績が豊富で、そのノウハウを活かして、児童福祉の面でもファミリーホーム開設

やアフターケア事業等積極的な事業を展開いただいている。

 岐阜県中央子ども相談センター N 氏

主な業務は児童虐待への対応だが、児童相談所への相談件数は増加傾向にあり、発達障
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害の子どもが増えていると感じる。岐阜県内の自立援助ホームは、男子用が１か所女子用

が１か所の２か所あり、女子用が Ohanaの家である。相談センターとしては、Ohanaの家、

LaLAの部屋と関わりが有り、Ohanaの家への入居は児童本人との契約なので、当センター

が児童と Ohanaの間を取り持っている。Ohanaへ入居した子供たちは、比較的早く次のス

テップに進んでいる様に感じる。児童養護施設退所後の状況については、家庭に戻った子

どもの状況を 1年間は相談センターが確認したり、施設の先生が確認したりしているが、

センターは１８歳までの支援を担っているため 18歳を超えた者の支援の手段には課題が

ある。相談センターは家庭裁判所等と連携して支援を行っている。

 岐阜県保護観察所 統括保護監察官 Y 氏

刑事施設や少年院からの釈放者の住まいを確保する受け皿として、更生保護施設や自

立準備ホーム等が存在するが、釈放後の住まいと仕事の確保が難しい者の支援に関する

課題は大きい。警報の一部改正により、昨年 6月から系の一部執行猶予制度が始まり、今

後は、薬物依存のある者を中心に同制度が適用され、一定期間保護観察に付される者が増

えることとなるが、それらの者の中にも釈放後の住まいや仕事が課題となる者がいる。岐

阜羽島ボランティア協会は、当庁の協力雇用主及び自立準備ホームとして、保護観察対象

者に対する住まいや仕事の提供を担っており、発達障害等何らかの障害が有る者も受け

入れている。帰住先の決まっていない少年院在院者の受け入れにも積極的であり、当庁で

は大切な社会資源として今後も期待している。 

 羽島市役所 子ども支援課 子ども家庭センター K 氏

岐阜羽島ボランティア協会は羽島市のファミリーサポート事業を行っており、子育て

の援助を受けたい人と援助を行いたい人のコーディネートをしている。コーディネート

の中で支援が必要な困難案件があると協会と連携して必要な支援を行っている。障がい

児に関する講座も行った。障がいに関する知識をもって活動されているのでとてもあり

がたいと思っている。 

 羽島市役所 福祉課 A 氏

岐阜羽島ボランティア協会は市内でも大きな団体で、はしま福祉サポートセンター指

定管理者となり、障害、自立促進、生活向上の場の提供、就労支援、相談、訓練等を幅広

く行っている。協会の近くに特別支援学校があり、学校と連携するような形で一般相談、

計画相談等の支援サービスを担っている。市と福祉関係者が集う総合支援協議会で、専門

部会をボランティア協会が中心的役割として開催している。協会の特徴として、支援が必

要な子どもの親が職員として関わって活動していることで当事者意識があり、その点で

様々な支援を上手に行っていると感じる。かみなり村は福祉避難所になっており、ボラン

ティア協会と地域の民生委員が関わって障害者の避難訓練等を行っている。

５．提案者概要、経営方針と展開 

概要 

岐阜県羽島市で活動する岐阜羽島ボランティア協会は、平成 11年に NPO法人格、平成

26 年に社会福祉法人格を取得。社会福祉法人格で、障害者総合支援法、児童福祉法関連

事業及び、その他社会福祉事業を行い、NPO法人格で成年後見・未成年後見、地域活動支

援センターに関する事業を行う。新幹線岐阜羽島駅より東側に広がる名鉄竹鼻線沿線に、

事業所があり、竹鼻駅から徒歩 5分の本部（羽島福祉サポートセンター）で生活介護・就

労継続支援 B型（54名）、相談支援、福祉研修会、ボランティア市民活動事業を行う。 
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本部を中心に車で 5分の地にオールミックス（生活介護・共同生活援助）、車で 7分の

地にモデル事業の健康促進住宅はしま（公的住宅・自立援助ホーム・共同生活援助・短期

入所等）がある。名鉄竹鼻線須賀駅より徒歩 10分の所に複数の事業所が近接する、法人

が「かみなり村」と呼ぶ地域があり、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス、

就労移行支援、就労継続支援 B型、共同生活援助、短期入所、病児保育室、広域ファミリ

ー・サポート・センター、地域子育て支援拠点事業等を行っている。 

事業沿革 
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昭和 56 年に、8 つのボランティアグループで組織する羽島市ボランティア活動連絡協

議会として発足し、羽島市社会福祉協議会の一部として活動する。平成 5年に羽島市社会

福祉協議会より独立し羽島市ボランティア協会に組織変更し、広報紙発刊やボランティ

ア啓発イベント、ボランティア協会サロン開催等を行う。

平成 10 年岐阜羽島ボランティア協会へ組織改編、平成 11 年特定非営利活動法人岐阜

羽島ボランティア協会を設立し、人材育成事業を中心としてホームヘルパー養成講座（2

級）、福祉住環境コーディネーター講座、視覚・全身性障害者ガイドヘルパー養成講座、

知的障害者が学ぶホームヘルパー講座、障がい者参加のバリアフリーパソコン講習会（羽

島市）、身体障害者デイサービス事業（羽島市）、障害者訪問入浴事業（羽島市）、生活サ

ポート事業（移動困難者の外出サポート含）、居宅介護事業、羽島市障がい者生活支援セ

ンター事業、小規模授産所、市民フェスタはしま開催、福祉環境に関する市民ニーズ調査

（羽島市）、福祉アメニティマップ作製（羽島市）、竹鼻まちなか市民活動市場社会実験（全

国都市再生モデル調査羽島市）等を行う。

平成 18年よりかみなり村の事業所を開設し、これまでの事業の継続実施や、病後児保

育室、羽島市ファミリーサポートセンター、緊急子どもサポートぎふ 羽島地域センター

等の子育て支援関連事業、障害者就労支援等を行う。 

平成 23年、後にスマートウェルネスモデル事業実施地となる健康促進住宅はしま（旧

雇用促進住宅下中宿舎）の運用を開始し、自立援助ホーム（児童自立生活援助）、自立準

備ホーム（岐阜保護観察所委託措置の緊急的住居確保・自立支援対策）、児童福祉施設退

所者等アフターケア事業（岐阜県）、補導委託（名古屋家庭裁判所）等を行う。 

平成 26年、スマートウェルネス住宅等推進モデル事業へ提案申請し、健康促進住宅はし

まにおける公的住宅 7室、共同生活援助 10室、交流施設・食事サービス施設の整備に関

する改修工事を実施。社会福祉法人認可を受ける。 

平成 29年ファミリーホームを開設予定。 

事業者の経営戦略 展開の方針、考え方 

提案法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供される

よう創意工夫し、利用者個人の尊厳を保持しつつ、地域社会において自立した生活を営む

ことができるよう支援するとともに、心身ともに健やかに育成されるよう支援するため、

地域の福祉力を育み、だれもが社会の一員として共に支え合う社会を創り出すことを目

的とする。（定款より）障がいのあるなしに関わらず、県内外の行き場の無い子ども等に

居場所と出番を提供し、地域の理解と協力を得ながらだれもが社会の一員として共に支

え合う社会を作り出すことを目的とする。そのため利用者本位のサービス提供（安心安全

なサービスを提供するための職員体制環境整備、個人の尊厳尊重、人権を守る、幸せづく

りのお手伝いをモットーに業務を遂行等）、インクルージョン社会に向けた地域創造（地

域の課題を的確に把握し、その解決に向けて事業を創造する、自らの社会資源を出来る限

り地域に提供し、地域福祉向上に努める、特別支援学校との連携を図る）、危機管理体制

の強化（大規模災害や感染症等への緊急対策の充実、安全を守るための訓練、BCP及び福

祉避難所としての体制づくり）、経営基盤の強化（自律的経営の基盤固め、組織力強化、

事業所間連携、効率化）、職員の育成と資質向上（協会の取組を理解し思いを引き継ぐ、

知識技術を高め、研修によりスタッフの共通理解を深める等）の基本方針をもつ。 

法人のスタッフは、モチベーションが高くボランティア精神で働いている人が多いの

と、障がいの子どもを持つ家族等や障がい当事者が働く事業所であることも、法人全体の

モチベーションにつながっている。また、就職したスタッフは全ての施設を経験する事と

なっている。
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６．今後の課題 

以前より取組んできた行き場の無い子どもの社会的養護活動や障がい児（者）の地域生

活をさらに進め、刑の一部執行猶予制度における地域移行支援の課題を見据え、地域のネ

ットワーク強化を図る事業運営に取り組むことが重要。 

具体的な重点事業としては、児童自立支援施設、少年院や刑事施設等から行き場のない

子どもや障がい者（児）を入居施設等に受入れる地域生活移行、地域生活定着支援の実施

や、虐待や非行等により家庭での生活が困難になった障がい者や子ども等が精神上の障

がい（知的、精神、発達）や未成年等の理由により不利益を被らないよう成年後見制度法

人後見支援事業（成年後見センター）の準備、行き場がなくなったり一時的に虐待から逃

れるための居室を確保し生命・身体を守り生活の自立に向けた支援を行うアフターケア・

シェルター事業、親の養育不能により行き場のない子どもや児童養護施設・矯正施設等を

退所した主に若い世代を対象として、仕事や居場所を提供し、生活困窮からの脱出と非

行・再犯防止につなげる取組を行うため、福祉と司法連携と企業への積極的な職場開拓を

行う職親チャレンジプロジェクトの実施、そして社会福祉法人制度改革への対応を行っ

ていく。

精神科病院へ入退院を繰り返している入居者もおり、医療連携が不可欠。司法福祉、医

療との連携や、対象者への福祉サービスや生活保護に関わる援護の実施責任に対する課

題もある。 

７．モデル事業実施後の新たな事業展開（予定含む）

 モデル対象建物で、提案時の想定内容以外に、生活困窮者（刑務所出所者）の一時

待機、DV避難の親

 子の自立、子育て短期利用、児童養護施設入所児童の退去前生活体験等の実施

 社会的養護当事者同士のネットワークづくり

 職親チャレンジプロジェクト（無料職業紹介所・ハローワークインターネットサー

ビス活用）

 矯正施設出所児（者）の更生保護

 要保護家庭への子育て短期事業による母子支援

 行動援護障害者生活支援

 肢体不自由児（者）生活支援

 育児と仕事の両立支援

 児童福祉法改正による要保護家庭の相談支援体制構築（羽島モデルとして県全域

への拡大）

 ファミリーホーム開設

 重度肢体不自由者対応グループホーム

 行動援護障がい対応グループホーム

 第 1種社会福祉事業の検討

8．調査員訪問事業所資料（2017.2.２）

モデル事業（羽島市下中町城屋敷）

 GH健康促進住宅（知的障害・精神障害 共同生活援助）
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 LaLaの部屋（児童福祉施設退所者等アフターケア事業）相談室・交流・緊急宿泊 2

室

 Ohanaの家（児童自立生活援助事業（第 2種社会福祉事業）自立援助ホーム）

かみなり村北館（羽島市正木町坂丸） 

 生活介護

 児童発達支援/放課後デイサービス

かみなり村西館（羽島市正木町坂丸） 

 グループホーム

 短期入所

かみなり村本館（羽島市正木町坂丸） 

 児童発達支援/放課後デイサービス

 グループホーム

 短期入所

 地域子育て支援拠点

かみなり村本舗 もっくる・ふくふく（羽島市正木町坂丸） 

 就労支援 B型

 就労移行支援

子どもサポートセンター かみなりくん 

 病後児保育室

 はしま広域ファミリーサポートセンター

改修平面図 

1、2 階平面図 

3-5 階平面図
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■現地写真

モデル事業 健康促進住宅はしま

１. GH 居室 ２. GH 台所 ３．GH 浴室 

４. GH 食堂 ５.Ohana 入口 ６．Ohana 居室 

７．LaLa 食堂 ８．LaLa 居室 ９．共用部 食堂 

10. 共用部 バルコニー 11. 外観 12. 別棟
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■現地写真

モデル事業 関連事業所

1. かみなり村 西館 ２. かみなり村 西館 GH 居室 ３. かみなり村 西館 就労支援作品

４. かみなり村 北館 ５. かみなり村 北館 生活介護 ６. かみなり村 北館 児童発達支援

７．かみなり村 北館 カフェ ８．かみなり村 本館 ９．かみなり村 本館 庭 

１０．もっくる 11. サポートセンター １２．ファミリーホーム 
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