
障 が い 者
就 労 継 続
支 援 事 業 所
（A型/B型）
就 労 移 行
支 援 事 業 所

プロジェクトゆうあい

プロジェクトゆうあい
事業所一覧

し ご と 場プロジェクトゆうあい

 

 

［ゆうあいビル］
■ 交通／松江駅前バスターミナル2番乗り場より大
学川津方面行き（約10分）、北堀町下車徒歩す
ぐ。城北公民館とみしまや北堀店の間

■ 玄関の出入りはバリアフリー／
　　車いす用トイレあり
■ 住所／松江市北堀町35-14

［PCエコステーションゆうあい］
■ 交通／松江駅より歩10分
　 相生町バス停から歩2分
■ 住所／松江市雑賀町227（１階）

［曽田文庫］
■ 交通／松江駅より歩15分
　 相生町バス停から歩5分
■ 私設図書館曽田文庫内に作業スペースあり
■ 住所／松江市雑賀町286

松江城
島根県庁

ＮＨＫ松江

県立美術館
宍道湖

JR松江駅

至出雲↓

至米子→

くにびき
大橋新大橋松江大橋

宍道湖大橋

ゆうあいビル

PCエコ
ステーション
ゆうあい

松江市役所

北堀町バス停

相生町バス停相生町バス停

曽田文庫

9

お問い合わせはお気軽に
プロジェクトゆうあいまで

６名利用定員　

■ 一般就労への意欲を持ち、原則９時半に出勤
し、１日４時間以上週に３日以上勤務できる方

対象者

ゆうあいビル（北堀町35-14）、ほか仕事の場所　

■管理者１名（兼務）／
　サービス管理責任者１名（兼務）／
　就労支援員１名、生活支援員１名、
　職業指導員１名（兼務）

スタッフ　

■９：30～１6：00（休憩時間含む）
　土日、休日、年末年始、お盆は休業

法人案内

日常的な仕事（作業）

■１週間の中で時間帯を設けてスキルアッププロ
グラムを実施します。具体的には、パソコンの
訓練（ワード、エクセル、メール、建築CAD、イ
ラストレターなど）、SST（ソーシャルスキルト
レーニング、ビジネスマナー、身だしなみ、就職
面談の練習、履歴書の書き方指導等を行いま
す。

スキルアッププログラムについて

週５日（月～金） 時間 9:30～16:00

特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい

 

［プロジェクトゆうあいの浴革］
2004年7月

2005年5月

2007年12月

2010年4月
2011年11月

2012年5月
2012年8月
2013年4月
2014年3月
2014年7月

2015年12月
2017年9月
2018年5月

島根の高度情報化を推進するグループ「プロジェクト23」、
まちのバリアフリー情報を発信する「島根ユニバーサルデ
ザイン研究会」の有志により、特定非営利活動法人プロ
ジェクトゆうあいを設立。事務所は、松江市白潟本町。
事務所を、松江市天神町の商店街内に移転。
島根まちむらネットコンソーシアムに参画。
事務所を殿町の島根県市町村振興センター内に移転。
市民団体「まちかど研究室」を吸収。株式会社計画技術研
究所より「てくてくラジオ」事業、地域づくりコンサルティン
グ事業を移管。
事務所を殿町33-1 坂本ビルに移転。
事務所を北堀町35-14　ゆうあいビルに移転。
放課後デイサービス事業「第1キッズゆうあい」開所。
障がい者就労継続支援事業（A型/B型）開始。
雑賀町の私設図書館「曽田文庫」と連携。
北堀町59-2に「第2ジュニアゆうあい」開所。
西川津町1408-7に「第3キッズゆうあい」開所。
ひきこもり等の若者支援の場として白潟本町に
古本店「本町堂」開店。
障がい者就労移行支援事業を開始。
雑賀町に「PCエコステーションゆうあい」を開設。
北堀町58-19に「第4ジュニアゆうあい」を開設。

2007年7月

［受賞歴］
2006年
2007年

2008年

2011年
2012年
2013年
2016年

2008年

総務省中国総合通信局表彰状
松江市社会福祉大会表彰状
内閣府バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進功労者表彰「奨励賞」
島根県地球温暖化防止活動推進センター
地域環境奨励賞（バスブック事業）
中国運輸局環境保全及び交通バリアフリー等関係表彰
JCOMMデザイン賞（バスブック事業）
地域再生大賞 中四国ブロック賞
日本建築士会連合会「まちづくり賞」

［役員］

代表理事：田中 隆一 
副代表理事：青山 修一
理事（常勤）：川瀬 篤志、今岡 克己、斉木 葉子、田中 佐智子、松浦 澄子
理事（非常勤）：三輪 利春、足立 正智、曽田 暢雄
監事：野田 哲夫、渡部 直樹

［資格所有者（理事・職員）］

技術士（都市及び地方計画）…1名 一級建築士…3名 教員免許…2名 
システムアドミニストレーター…1名 情報処理技術者2種…1名 介護福祉士…3名 
保育士…4名 ホームヘルパー2級…4名 精神保健福祉士…2名 社会福祉士…1名 
福祉情報技術コーディネーター1級…2名

［会員募集］

プロジェクトゆうあいは、法人の活動にご賛同くださる会員を随時募集して
います。
【年会費】・・・正会員：3000円（議決権あり）
　　　　　　　賛助会員：1000円(議決権なし）
会員は毎年5月末に開かれる総会に参加でき、正会員は議決権が与えられま
す。また、法人の取り組みを紹介する「ゆうあいレポート」の郵送、法人のイベ
ントのご案内、制作した刊行物を提供しています。

（入会費無し）

 

　　　　　
2018.7.1-2000

 

松江城

宍道湖

PCエコステーションゆうあい

　

　

第3キッズゆうあい

本町堂

国道9号

松江しんじ湖温泉駅

宍道湖

松江駅

松江城
第1キッズゆうあい

プロジェクトゆうあい本部
就労支援プロジェクトゆうあい

第2ジュニアゆうあい
第4ジュニアゆうあい

曽田文庫

  

 

 

このまちに希望の種をまいていこう！このまちに希望の種をまいていこう！このまちに希望の種をまいていこう！

このまちに希望の種をまいていこう！このまちに希望の種をまいていこう！このまちに希望の種をまいていこう！

障がい者の社会参画支援

情報化の推進

人にやさしいまちづくり

事業所パンフレット

［住所・アクセス］

住所（松江市） TEL（0852） 松江駅からのアクセス名称

曽田文庫（就労支援）

本町堂（若者支援）

PCエコステーションゆうあい（就労支援）

パソコンドック２４ 松江店

松江／山陰バリアフリーツアーセンター

プロジェクトゆうあい本部
北堀町
35-14

32-8645

26-6345
23-7688

61-0199

61-0124

61-0199

67-1539

24-9979

24-0911西川津町
1408-7

雑賀町286

雑賀町227

白潟本町74

北堀町59-2

就労支援事業所プロジェクトゆうあい
第１キッズゆうあい

第２ジュニアゆうあい

第４ジュニアゆうあい

第３キッズゆうあい

ゆうあい
ビル

バスターミナル2番乗り場から市営バス
「大学・川津」行→乗車約10分「北堀町」
バス停下車徒歩1分、みしまやと城北公民館の間

バスターミナル1番乗り場から市営バス「北循環
線内回り」乗車約10分→「学園通り中央」バス停
徒歩約10分

松江駅南口から徒歩約15分、マルマン竪町店そば

松江駅南口から徒歩約1０分、国道9号線沿い

松江駅北口から徒歩約10分、大橋南詰交差点そば

「北堀町」バス停下車、徒歩4分 林医院そば

60-1363北堀町58-19 「北堀町」バス停下車、徒歩4分 林医院そば

3

2

4

1

5

6

7

ガイドさんの説明を聞きながら歩く体験
コース。山道ならではのアップダウンや自
然石の参道と足元が悪い部分もあるが、ゆっ
くりとマイペースに進むので、大山初心者
にもおすすめ。気持ちの良いブナ林や重要
文化財の史跡にふれることのできる、ゆっ
たりハイキングが定番。

ガイドツアー詳細情報

鳥取県西伯郡大山町赤松634
0859-53-8036       0859-53-8004
9:00～17:30　　水曜日
入場料：大人(中学生以上) 900円（800円）、
小人(3才以上) 700円（600円）
※（　）は30名以上の団体
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が300円
ブナの森ウォーク体験利用料別途：
大人2,000円、小人1,500円
森の国：一般駐車場、車いす対応多目的トイレ2
カ所、入口段差なし。

住

営 休

\

国宝 松江城

事業所

パンフレット

  

MAP

1

4

松江城

城北公民館

総合体育館

［北堀町］

［学園通り中央］

島根県庁
県民会館

島根大学

ヴィーナスガーデン

楽山公園

松江市役所
松江しんじ湖

温泉駅

JR松江駅 イオン松江店
北口

南口

国道９号線

松江だんだん道路
（無料区間）

西尾IC

←出雲方面

米子方面→

宍道湖

宍道湖大橋
くにびき大橋

新大橋

スティックビル

松江
大橋

県立美術館
マルマン

ゆうあいビル
プロジェクトゆうあい本部
就労支援プロジェクトゆうあい
第1キッズゆうあい

本町堂

57
6 第3キッズゆうあい

3 PCエコステーションゆうあい
パソコンドック２４ 松江店
松江／山陰バリアフリーツアーセンター

2

曽田文庫

第2ジュニアゆうあい

第4ジュニアゆうあい

ゆうあいビル
（本部／就労／
第１キッズ）

PCエコステーションゆうあい
パソコンドック２４ 松江店
松江／山陰バリアフリーツアーセンター

曽田文庫

第２ジュニアゆうあい

第４ジュニアゆうあい

第３キッズゆうあい

本町堂

法人案内〒690-0888 島根県松江市北堀町35-14 ゆうあいビル
☎0852-32-8645  FAX.0852-28-1116
E-mail. info@project-ui.com   http://www.project-ui.com

NPO法人プロジェクトゆうあい
お問い合わせ先 ……………………………………………………………………………

いちろうくん

どこで
も てくてく



プロジェクトゆうあいしごと場プロジェクトゆうあい

 

［ゆうあいビル］
■ 交通／松江駅前バスターミナル2番乗り場より大
学川津方面行き（約10分）、北堀町下車徒歩す
ぐ。城北公民館とみしまや北堀店の間

■ 玄関の出入りはバリアフリー／
　　車いす用トイレあり
■ 住所／松江市北堀町35-14

［PCエコステーションゆうあい］
■ 交通／松江駅より歩10分
　 相生町バス停から歩2分
■ 住所／松江市雑賀町227（１階）

［曽田文庫］
■ 交通／松江駅より歩15分
　 相生町バス停から歩5分
■ 私設図書館曽田文庫内に作業スペースあり
■ 住所／松江市雑賀町286

松江市役所

北堀町バス停

相生町バス停相生町バス停

曽田文庫
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お問い合わせはお気軽に
プロジェクトゆうあいまで

６名利用定員　

■ 一般就労への意欲を持ち、原則９時半に出勤
し、１日４時間以上週に３日以上勤務できる方

対象者

ゆうあいビル（北堀町35-14）、ほか仕事の場所　

■管理者１名（兼務）／
　サービス管理責任者１名（兼務）／
　就労支援員１名、生活支援員１名、
　職業指導員１名（兼務）

スタッフ　

■９：30～１6：00（休憩時間含む）
　土日、休日、年末年始、お盆は休業

就業時間　

日常的な仕事（作業）

■１週間の中で時間帯を設けてスキルアッププロ
グラムを実施します。具体的には、パソコンの
訓練（ワード、エクセル、メール、建築CAD、イ
ラストレターなど）、SST（ソーシャルスキルト
レーニング、ビジネスマナー、身だしなみ、就職
面談の練習、履歴書の書き方指導等を行いま
す。

スキルアッププログラムについて

週５日（月～金） 時間 9:30～16:00

ガイドさんの説明を聞きながら歩く体験
コース。山道ならではのアップダウンや自
然石の参道と足元が悪い部分もあるが、ゆっ
くりとマイペースに進むので、大山初心者
にもおすすめ。気持ちの良いブナ林や重要
文化財の史跡にふれることのできる、ゆっ
たりハイキングが定番。

ガイドツアー詳細情報

鳥取県西伯郡大山町赤松634
0859-53-8036       0859-53-8004
9:00～17:30　　水曜日
入場料：大人(中学生以上) 900円（800円）、
小人(3才以上) 700円（600円）
※（　）は30名以上の団体
障がい者手帳提示で本人と介助者1名が300円
ブナの森ウォーク体験利用料別途：
大人2,000円、小人1,500円
森の国：一般駐車場、車いす対応多目的トイレ2
カ所、入口段差なし。

住

営 休

\

 

●古本のネット販売・イベントなどでの販売
●中古パソコンの回収・解体と部品の販売
●ブックカバーの制作・販売

循環型社会づくり

●どこでもバスネット・てくてく山陰などのホームページ制作・運営
●ウェブアクセシビリティの推進・研修の実施
●インターネット安全教室・情報セキュリティ講座の実施・運営
●ウェブサイトの制作・運用請負

情報化推進

、

●バスの路線・時刻表を網羅した「どこでもバスブック松江」等の発行
●「バスマップすごろく」シリーズの制作・イベントなどでの啓発活動
●CADによる建築図面の作成業務
●松江武者行列の運営サポート

公共交通の活性化・まちづくり

●松江/山陰バリアフリーツアーセンターの運営
●観光施設などのバリアフリー調査の実施・情報発信
●バリアフリーに関する研修の実施
●バリアフリーまち歩き情報誌「てくてく日和」の発行

バリアフリーまちづくり・観光バリアフリー

●バリアフリーまちづくり・
　観光バリアフリー ●循環型社会づくり

●視覚・聴覚障がい者
　情報支援 ●情報化推進●公共交通の活性化・

　まちづくり

様々なソーシャルビジネス

 

 

［プロジェクトゆうあいの浴革］
2004年7月

2005年5月

2007年12月

2010年4月
2011年11月

2012年5月
2012年8月
2013年4月
2014年3月
2014年7月

2015年12月
2017年9月
2018年5月

島根の高度情報化を推進するグループ「プロジェクト23」、まちの
バリアフリー情報を発信する「島根ユニバーサルデザイン研究会」
の有志により、特定非営利活動法人プロジェクトゆうあいを設立。
事務所は、松江市白潟本町。
事務所を、松江市天神町の商店街内に移転。
島根まちむらネットコンソーシアムに参画。
事務所を殿町の島根県市町村振興センター内に移転。
市民団体「まちかど研究室」を吸収。株式会社計画技術研究所より
「てくてくラジオ」事業、地域づくりコンサルティング事業を移管。
事務所を殿町33-1 坂本ビルに移転。
事務所を北堀町35-14　ゆうあいビルに移転。
放課後デイサービス事業「第1キッズゆうあい」開所。
障がい者就労継続支援事業（A型/B型）開始。
雑賀町の私設図書館「曽田文庫」と連携。
北堀町59-2に「第2ジュニアゆうあい」開所。
西川津町1408-7に「第3キッズゆうあい」開所。
ひきこもり等の若者支援の場として白潟本町に
古本店「本町堂」開店。
障がい者就労移行支援事業を開始。
雑賀町に「PCエコステーションゆうあい」を開設。
北堀町58-19に「第4ジュニアゆうあい」を開設。

2007年7月

［受賞歴］
2006年
2007年

2008年

2011年
2012年
2013年
2016年
2018年

2008年

総務省中国総合通信局表彰状
松江市社会福祉大会表彰状
内閣府バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進功労者表彰「奨励賞」
島根県地球温暖化防止活動推進センター
地域環境奨励賞（バスブック事業）
中国運輸局環境保全及び交通バリアフリー等関係表彰
JCOMMデザイン賞（バスブック事業）
地域再生大賞 中四国ブロック賞
日本建築士会連合会「まちづくり賞」
松江ツーリズム研究会観光大賞

［役員］

代表理事：田中 隆一 
副代表理事：青山 修一
理事（常勤）：川瀬 篤志、今岡 克己、斉木 葉子、田中 佐智子
理事（非常勤）：三輪 利春、足立 正智、曽田 暢雄、松浦 澄子
監事：野田 哲夫、渡部 直樹

［資格所有者（理事・職員）］

技術士（都市及び地方計画）…1名 一級建築士…3名 教員免許…2名 
システムアドミニストレーター…1名 情報処理技術者2種…1名 介護福祉士…3名 
保育士…4名 ホームヘルパー2級…4名 精神保健福祉士…2名 社会福祉士…1名 
福祉情報技術コーディネーター1級…2名

［助成、委託実績］

三菱財団/トヨタ財団/国際コミュニケーション基金/福祉医療機構/日本郵政公社/テクノ
エイド協会/情報通信研究機構/しまね産業振興財団/島根ふれあい環境財団21/島根大学
/マイクロソフト/国土交通省/厚生労働省/経済産業省/松江市/出雲市/安来市 他

［所属団体］

島根県情報産業協会/しまねOSS協会/島根県技術士会/島根県建築士会/松江NPOネッ
トワーク/日本バリアフリー観光推進機構/福祉ネット だんだんネ/全国バスマップサミット
実行委員会/きょうされん

［会員募集］

プロジェクトゆうあいは、法人の活動にご賛同くださる会員を随時募集しています。
【年会費】・・・正会員：3000円（議決権あり）
　　　　　　　賛助会員：1000円(議決権なし）
会員は毎年5月末に開かれる総会に参加でき、正会員は議決権が与えられます。また、
法人の取り組みを紹介する「ゆうあいレポート」の郵送、法人のイベントのご案内、制
作した刊行物を提供しています。

（入会費無し）

私たちは、障がい者・健常者のへだてない
よりよい地域社会をつくっていきます放課後等デイサービス

障がい児の余暇活動支援

こども

第１キッズ 第2ジュニア

第3キッズ 第4ジュニア

就労B型 就労移行

PCエコステーション

就労B型

就労A型 就労A型 就労A型

第１キッズ

たのしい楽団
（音楽活動）

困難のある若者の
支援（本町堂）
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放課後等デイサービス
障がい児の余暇活動支援

こども

第１キッズ 第2ジュニア

第3キッズ 第4ジュニア

福祉サービスで働く
障がい者の就労支援

おとな

北堀ゆうあいビル PCエコ
ステーション
・曽田文庫就労A型

就労B型 就労B型

就労移行

パソコンドック24

●バリアフリーまちづくり・
　観光バリアフリー

●循環型社会づくり

●視覚・聴覚障がい者
　情報支援

●情報化推進

●公共交通の活性化・
　まちづくり

様々なソーシャルビジネス

障がいのある子どもたちの余暇活動の支援「放課後等デイサービス」を、
松江市内４か所の事業所にて、それぞれ特色を持たせて運営しています。

●第1キッズゆうあい（主に小学生対象・生活訓練）
●第2ジュニアゆうあい（主に中高生対象・社会体験）
●第3キッズゆうあい（主に小学生対象・運動や創作活動）
●第4ジュニアゆうあい（主に中高生対象・社会体験）

障がい児の余暇活動支援

それぞれの事業所のようす

●日々の療育での集団活動・個人プログラム
●ICTの積極的な活用
●長期休暇時・土曜日には海・山・川へ
●障がい児の音楽活動「たのしい楽団」の運営
●春の遠足・夏のキッズゆうあい夏祭り・秋の作品展示会・冬のクリスマス会

療育の特色

こども

障がいのある方の働く場として、就労継続支援事業（A型・B型）及び就労移
行支援事業、就労定着支援事業を運営しています。北堀町のゆうあいビル、
雑賀町の曽田文庫、PCエコステーションゆうあいがしごと場になります。
以下が具体的なしごとのメニューです。

障がい者の就労支援

●松江市報・選挙公報などの音声データ（デイジー形式）による情報提供
●点図マップ・点字名刺の制作
●音声案内システム「てくてくラジオ」の普及
●携帯型ゲーム機を活用した聴覚障がい者向け情報支援ソフトの普及

視覚・聴覚障がい者情報支援

おとな

障がいのある子どもたちが、様々な楽器でたのしく演
奏する即興の音楽を通じて、それぞれの興味と社会活
動の場を広げていくことを目的にした活動です。

たのしい楽団

古本屋の「本町堂」を活動のスペースとして、引きこも
り、登校拒否など困難を抱える若者に居場所・中間就
労の機会を提供しています。

困難を抱える若者の支援

全国展開するパソコン修理・メンテナンスの専門店「パ
ソコンドック24」の加盟店として、地域密着型の親しみ
やすいパソコン修理事業を行っています。

パソコンドック24
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