
２０１８年度事業計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　み・らいず　

Ⅰ　事業期間
　２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日

Ⅱ　事業の実施方針
み・らいずの理念は「み・らいずに関わるすべての人が幸せになるために、必要な人に必要な支援をつくり続ける」であり、
ビジョンは、「支援を必要としている人も、誰もが地域であたりまえに暮らすことができる社会をつくる」である。
ビジョンを実現する為に、支援を必要とする方への相談支援、直接支援に加え、地域連携、調査研究等、以下の事業を行う。
各事業の実施方針は、職員の能力向上をはかり、関わる子どもたちや障がいのある方たちに喜んで頂ける支援を届け、
地域住民や団体、企業、行政等、地域の協力者を増やしていくこととする。
本年度急務の課題として、今後必要な事業に新たに取り組むための安定経営と、今後の社会をつくる大学生の巻き込みを行う。

　Ⅲ　事業の実施に関する事項 単位（千円）
１　特定非営利活動に係る事業

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
（内容）
障がいのある方々が地域で生活するために必要な支援を、障がい者総合支援法に基づき提供する。
本人の気持ちを大切に、本人に合った支援、将来に向けた支援を重視し、
本人と大学生等の支援者や関係機関が共に成長することでご本人の生活を支援する。

事業名：就労移行支援事業
トレーニングを通じて、働くことの意義や仲間と過ごす楽しみを感じてもらい、また、「働く」
ことを通じて自分の将来を描き、自分らしい生活をしてもらえるよう活動している。
現在は、西成セントラルキッチンで居酒屋の焼鳥串製造、マナー講座やグループワークなど社会
人になるための特別講座を開催している。その他、実際に様々な企業やお店にて働くことを実感
できる実習も行っている。年間数名が企業に雇用されており、継続して働くためのフォローアップ
も行っている。また堺市子ども若者支援モデルの就労支援の取組を行う。
場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 49,680    千円 9千円×20名×23日稼働×12か月
費用： 17,310    千円 正社員人件費 7,200      千円 200千円×3名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 4,830      千円 3.5 千円×5名×23日×12か月
旅費交通費 1,920      千円 20千円×8名×12か月
研修費 360        千円 30千円×12か月
地代家賃 2,400      千円 200千円×12か月
通信費 600        千円 50千円×12か月

②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
（内容）
障がいのある方々が地域で生活するために必要な支援を、障がい者総合支援法に基づき提供する。
本人の気持ちを大切に、本人に合った支援、将来に向けた支援を重視し、
本人と大学生等の支援者や関係機関が共に成長することでご本人の生活を支援する。

事業名：ヘルパー派遣事業（居宅介護・重度訪問介護・移動支援事業等）
日常生活の様々な面で介助を必要とする障がい児・者、高齢者に対し、アセスメントや支援計画
作成等を行い、居宅内での身体介護や家事援助、通院介助、外出・余暇等の移動のためのヘルパー
の派遣を行う。
場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 120,000  千円 400千円×25日稼働×12か月
費用： 60,960    千円 正社員人件費 12,000    千円 200千円×5名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 36,000    千円 120千円×25日×12か月
旅費交通費 6,000      千円 20千円×25日×12か月
研修費 360        千円 30千円×12か月
地代家賃 6,000      千円 500千円×12か月
通信費 600        千円 50千円×12か月

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
（内容）

 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、地域移行に向けた地域移行支援と、　 
入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者
等に対し、地域生活を継続していくための地域定着支援を行う。
【現在、計画段階にあり当期の実施予定なし】

④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
（内容）
事業名：計画相談支援事業
地域の障がい者とその家族等の生活全般に関する相談や、障がい福祉サービス等を利用するためのアセスメント、
支援計画の作成、担当者会議、連絡調整などを行う。また地域の協議会等に参画し、地域福祉の推進を行う。

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 3,600      千円 15千円×20件×12か月
費用： 1,320      千円 正社員人件費 1,200      千円 100千円×1名×12か月

旅費交通費 120        千円 10千円×1名×12か月

⑤児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(内容)
事業名：放課後等デイサービス
障がい等により支援の必要な小学校1年生から高校3年生（18歳）の児童・生徒に対し、学校の放課後や
土曜日などの休日に、日常生活における基本動作の習得や集団生活への適応を目指して子ども一人
ひとりの精神面や身体面の発達に合わせた活動を行う。

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎月15日稼働
収益： 12,960    千円 6千円×12名×15日稼働×12か月
費用： 8,760      千円 正社員人件費 4,800      千円 200千円×2名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 2,160      千円 12千円×15日×12か月
旅費交通費 240        千円 20千円×12か月
研修費 360        千円 30千円×12か月
地代家賃 600        千円 50千円×12か月
通信費 600        千円 50千円×12か月

事業名：児童発達支援事業
障がいのある未就学児が、日常生活における基本動作や知識技術を習得し、
集団生活に適応できるようになるための支援を行う。

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎月8日稼働
収益： 6,720      千円 8千円×7名×10日稼働×12か月
費用： 4,680      千円 正社員人件費 2,400      千円 200千円×1名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 960        千円 10千円×8日×12か月
旅費交通費 240        千円 20千円×12か月
研修費 360        千円 30千円×12か月
地代家賃 600        千円 50千円×12か月
通信費 120        千円 10千円×12か月



⑥ 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
（内容）
事業名：児童計画相談支援事業
地域の障がい児とその家族等の生活全般に関する相談や、障がい福祉サービス等を利用するためのアセスメント、
支援計画の作成、担当者会議、連絡調整などを行う。地域の協議会等に参画し、地域福祉の推進を行う。

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 2,700      千円 15千円×15件×12か月
費用： 1,320      千円 正社員人件費 1,200      千円 100千円×1名×12か月

旅費交通費 120        千円 10千円×1名×12か月

⑦ 障害児童等及び貧困家庭児童等への学習支援事業
（内容）
事業名：ラーンメイト
発達障害やコミュニケーションが苦手な子どもや、学校に行きづらい子どもに、個別の学習支援（塾および
家庭教師派遣）を行っている。
対象は小・中・高校生（またはそれに相当する年齢の子ども）で、学習を通して「できる」という自信や
「わかる」ことの喜びを感じ、そのような体験が子どもたちの自尊心を高め、生きる力と可能性を育む。
個別の学習と並行して、協調性やコミュニケーション能力の向上を目指して、宿題合宿などのイベントも
行っている。また堺市での子ども若者支援モデルづくりの学習支援の取組を行う.

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 18,000    千円 20千円×75名×12か月
費用： 12,222    千円 正社員人件費 4,800      千円 200千円×2名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 4,200      千円 5千円×70名×12か月
旅費交通費 480        千円 20千円×2名×12か月
通信費 240        千円 20千円×12か月
地代家賃 960        千円 80千円×12か月
研修費 360        千円 30千円×12か月
消費税納税額 1,182      千円

⑧不登校児・ひきこもり者・ニート（無職の者）及びその家族等に対する支援事業
（内容）
堺市子ども若者総合相談センターとひきこもり支援センター（児童期）をあわせもった機能の総合相談窓口である
「堺市ユースサポートセンター（YS）」の運営と地域若者サポートステーション（サポステ）の運営を行う。
不登校、ひきこもり、ニート、非行という青少年（堺市在住39歳まで）の課題に関する相談を受け、課題を整理して
いきながら支援計画を立て、個々に必要な支援の専門機関につないでいく。
また必要な方にはYSでのアクティビティ（集団活動）や就職準備講座を提供し、段階を踏みながらサポステで
就職支援を行う。大阪市住吉区では区からの受託事業として「住吉区子ども若者地域協議会」の運営、区内の
引きこもり等の状態にある青少年の相談や、居場所運営を行う。
また各地域で青少年の課題についての学習会やフォーラム、ひきこもり地域支援協議会、子ども若者地域支援
協議会なども開催し、地域啓発、地域連携に取り組んでおり、堺市子ども若者支援モデル作成の中核を担う。

事業名：堺市ユースサポートセンター
場所：大阪府堺市内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 21,600    千円 【堺市・委託事業】
費用： 21,600    千円 正社員人件費 7,200      千円 200千円×3名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 4,680      千円 130千円×3名×12か月
広告宣伝費 780        千円 65千円×12か月
旅費交通費 960        千円 80千円×12か月
消耗品費 420        千円 35千円×12か月
備品購入 84          千円 ﾊﾟｿｺﾝ
修繕費 480        千円 40千円×12か月
水道光熱費 600        千円 50千円×12か月
地代家賃 3,000      千円 250千円×12か月
新聞図書費 240        千円 20千円×12か月
通信費 600        千円 50千円×12か月
研修費 696        千円 58千円×12か月
講師謝礼 630        千円 52.5千円×12か月
リース料 300        千円 25千円×12か月
雑費 50          千円
消費税納税額 880        千円

事業名：地域若者サポートステーション
場所：大阪府堺市内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 17,444    千円 【厚生労働省・委託事業】
費用： 17,445    千円 正社員人件費 12,313    千円 5名×12か月

旅費交通費 108        千円 9千円×12か月
地代家賃 2,064      千円 172千円×12か月
研修費 300        千円 25千円×12か月
一般管理費 1,360      千円 本部事務経費など
消費税納税額 1,300      千円

⑨不登校の子どもたちや高校生世代の子どもたち等への相談・居場所支援事業
（内容）
事業名：サテライト住之江、サテライト生野
不登校などの課題を抱える児童・生徒を対象に、大阪市子ども青少年局子ども相談センターが設置する大阪市
不登校児童通所事業のうち、生野・住之江の2か所の居場所づくりを受託し、集団活動、学習活動を通し、
再登校を含む社会的自立を支援するため、居場所での活動内容を考えるコーディネーターと、子どもたちと
一緒に活動をするメンタルフレンドボランティアを各居場所に派遣する。課題をもった子どもが安心して
過ごせる居場所をつくるとともに、自己表現できる力や自己決定していける力を持てるように支援を行う。
子どもたちが様々な経験を通して自分の暮らしを自主的に選択し行動していけるための、社会への橋渡しを行う。

場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 9,550      千円 【住之江区及び生野区・委託事業】
費用： 9,498      千円 正社員人件費 6,317      千円 3名×12か月

ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 974        千円 11.6千円×7名×12か月
消耗品費 72          千円 6千円×12か月
保険料 40          千円 活動保険
講師謝礼 200        千円
雑費 40          千円
一般管理費 1,200      千円 本部事務経費など
消費税納税額 655         千円



⑩社会教育事業（各種講座・セミナー等の開催、社会教育的事業等の運営や必要な調査研究等）
（内容）
課題を抱えた生徒に対し、高校と連携してアウトリーチし、相談、集団活動での支援、ケースワーク等の取組
拠点を学校内外に設置し、中退や不登校を防ぎ、今後生きていく力を支援するためのプログラムを提供する。
また高校生を取り巻く現状の調査研究等を行い、地域に発信し啓発していく。
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑪保育事業
（内容）
地域で保育が必要な乳幼児を預かり、保育を行う。
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑫介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づき、予防介護を必要とする高齢者に対して予防訪問介護を提供する（予防訪問介護事業）
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑬介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護保険法に基づき、介護を必要とする高齢者に対して訪問介護を提供する（訪問介護事業）
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑭介護保険法に基づく居宅介護支援事業
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑮高齢者・障害者に対する生活・自立支援事業
高齢者の余暇活動や地域の見守り等を地域と協力しながら行う
【現在休止中につき、当期の実施予定なし】

⑯介護職員や移動支援従業者・重度訪問介護従業者等　福祉従事者の人材養成
（内容）
事業名：講座事業

介護職員や重度訪問介護従業者等　福祉従事者の人材養成を行う。
場所：大阪府内
日時：平成30年4月より開始　偶数月　月末土日
収益： 2,400      千円 20千円×20名×6回
費用： 1,980      千円 講師謝礼 1,800      千円 100千円×3名×6回

旅費交通費 180        千円 10千円×3名×6回

⑰イベント企画・開催事業
（内容）
障がいのある方々など支援の必要な方など、誰もが参加できて楽しめる地域イベントを、地域の協力を得ながら
行い、地域で暮らす方々がお互いを知り、理解やつながりを深める機会をつくる。

場所：大阪府内
日時：平成30年7月より開始　7月・1月・3月
収益： 180        千円 2千円×30名×3イベント
費用： 161        千円 ｱﾙﾊﾞｲﾄ人件費 150        千円

消費税納税額 11          千円

⑱防災安全学問研究の推進・創造に関する事業
（内容）
災害が起きたときに地域で必要な支援のうち、福祉的な視点から、地域で必要な動きについて、またそのための
地域の日ごろからの連携の方法について調査・研究を行う。
【現在計画段階にて当期計画未確定】

⑲防災・復興人材育成と人的ネットワークの形成に関する事業
(内容)
東日本大震災以降、大阪府内に避難されてきた方々が、避難者として、また一地域住民としても、
地域の資源や機関とつながることで、不登校・虐待といった子育ての問題や、住居や就労・経済
的な問題・原発賠償問題等の問題を解決していくための支援を行う。そういった避難者である子ど
もや保護者に寄り添いながら、継続して情報提供や個別相談、避難者交流会、託児、地域連携
などの活動を通して地域での生活を支える

場所：大阪府内及び東日本
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 15,510    千円 【復興庁・委託事業】
費用： 16,107    千円 正社員人件費 4,140      千円 230千円×1.5名×12か月

旅費交通費 5,090      千円 424千円×12か月
消耗品費 270        千円 22.5千円×12か月
広告宣伝費 1,785      千円
講師謝礼 3,850      千円
雑費 380        千円 31.6千円×12か月
消費税納税額 592        千円

⑳相談業務
【当期実施予定なし】

㉑情報提供
【当期実施予定なし】

㉒生計困難者に対する相談支援事業
（内容）
生活困難な課題を抱えた家族に対し、総合的な支援を行う。
事業名：堺市生活困窮者支援事業

場所：大阪府堺市内
日時：平成30年4月より開始　毎日
収益： 12,000    千円 【堺市・委託事業】
費用： 11,494    千円 正社員人件費 9,000      千円 750千円×12か月

広告宣伝費 60          千円
旅費交通費 400        千円
消耗品費 168        千円 14千円×12か月
講師謝礼 240        千円 20千円×12か月
一般管理費 960        千円 本部事務経費など
消費税納税額 666         千円



㉓成年後見人制度のサポート
【当期実施予定なし】

㉔ 障害者の製作物販売支援事業
【当期実施予定なし】

㉕特定旅客自動車運送事業
【当期実施予定なし】

㉖福祉有償運送及び過疎地有償運送事業
【当期実施予定なし】

㉗社会的課題解決にむけた人材派遣事業
【当期は実施にむけ準備中】

㉘社会的課題解決にむけた職業紹介事業
【当期は実施にむけ準備中】

㉙その他目的を達成するために必要な事業
【当期実施予定なし】

　　　　　　　


