
◆2019年度　プロジェクトゆうあい事業計画
2019.4.1

事業名 事業概要 事業内容 事業種別

放課後等デ
イサービス
事業

・第1～第4放課後等デイサービ
ス事業所運営

・4事業所において、障がい児の放課後の居場所を
運営し、療育を行う。
・季節ごとのイベント、よしと食事会の開催
・保護者との交流イベント

継続 児童福祉法事
業

・事業所の環境整備 ・第1キッズ階段の屋根など環境の整備 継続 自主事業、補
助事業

・「たのしい楽団」の企画運営 ・障がい児向けの音楽活動の場の運営、年に8回の
練習会を開催

継続 赤い羽根共同
募金助成

就労継続支
援事業

・就労継続支援Ａ型事業 ・障がい者就労継続支援事業Ａ型の運営（定員１
０名、実利用者1日平均５名程度

拡大 障害福祉サー
ビス事業

・就労継続支援Ｂ型事業 ・障がい者就労継続支援事業Ｂ型の運営（定員20
名、実利用者1日平均15～20名程度

維持 障害福祉サー
ビス事業

・第2プロジェクトゆうあいの認
可、運営開始

・北堀の就労支援B型、A型、移行支援の多機能か
ら、A型+移行を分離し、第２プロジェクトゆうあ
いとして事業を開始(4月１日～）

新規 障害福祉サー
ビス事業

就労移行支
援事業

・障がい者の一般就労に向けた
支援

・就労移行支援事業としての利用者の受け入れ拡
大
・各種のプログラム、体験実習の推進
・定員6名、実利用者1日平均5～６名程度
・３階スペースの拡充

拡大 障害福祉サー
ビス事業

就労定着支
援事業

・障がい者の就労定着に向けた
支援

・就労定着支援事業の県認可を受けて、一般企業
等に就業する障がい者の就労定着の支援を行う

新規 障害福祉サー
ビス事業

ネットワー
ク

障がい者の就労支援ネットワー
ク

・NPOだんだんネの連携
・障がい者就労支援事業所のPR媒体の制作発行
・きょうされん島根支部の活動
・Ａ型事業所ネットワークへの参画
・就労移行支援事業所ネットワーク会議の参画

継続 自主事業

若者支援事
業

・困難を抱える青少年の支援事
業

・ひきこもりや、不登校などさまざまな困難を抱
える若者を支援する事業（白潟本町の本町堂）

継続 自主事業

・点字名刺づくり、点図マップ ・点字名刺の制作請負。・印刷会社との連携 継続 自主事業

・デイジー作成 ・松江市のデイジー作成、他 継続 松江市委託

・視覚障害者向け声の情報提供 ・２か月に１回、視覚障害者のさまざまな機器、
サービス等を動画で紹介
・みしまやメールマガジン発行

継続 自主事業

・微弱電波音声案内サービスの
販売、レンタルサービス

・視覚障害者の歩行移動を支援する微弱電波音声
発信機の販売、レンタル、現地での運用
→縮小、終了の方向

縮小 自主事業

聴覚障害者
情報サービ
ス事業

スピーチサポートＤＳ販売 ・聴覚障害コミュニケーション支援ソフト「ス
ピーチサポートDS」の販売
・パソコン版は終了

縮小 自主事業

福祉機器販
売事業

・日常生活用具（デイジー端
末、PCトーカーなど）の販売

・主に視覚障害者向けの支援機器、ソフトの販
売。

継続 自主事業

・まちのバリアフリーに関する
調査事業

・まちのバリアフリーに関する調査、情報発信に
関わる事業。デイジーによる視覚障害者向けコン
テンツを含む

継続 自主事業

・バリアフリーまち歩き情報誌
「てくてく日和」発行事業

・まち歩きバリアフリー情報誌の発行（年４回）
広告による収入
・しまね社会貢献基金の活用

継続 自主事業

・バリアフリーに関する研修、
講演

・バリアフリー接遇等に関する研修の実施、講
演。バリアフリー防災研修

継続 自主事業
県委託事業

バリアフ
リー観光推

・全国バリアフリー観光 ・全国旅行情報サイト運営、全国フォーラム（佐
賀嬉野）参加

継続 自主事業

介護給付事業

訓練等給付事業

若者支援事業

障がい者就労支援に関わる収益事業

視覚障害者
の支援

バリアフ
リー情報発
信事業



進事業 ・日本バリアフリー観光推進機構の事務局を担当 新規 自主事業

・バリアフリー観光基礎調査 ・バリアフリー観光推進に関する調査 継続 島根県委託

・建築士会函館大会 ・建築士会函館大会で、福祉まちづくり部会セッ
ションのコーディネート（９月）

新規 自主事業

・松江/山陰ＢＦツアーセンター
運営

・ツアーセンター運営（問い合わせ対応業務／研
修／ＢＦ調査）。観光バリアフリー情報提供

継続 松江市補助

・古本の販売事業 ・古本のネット販売、みしまやほか店頭販売。
・各種イベントでの販売
・曽田文庫の閉鎖にともなう対応
・白潟本町での古本店「本町堂」の運営
・ブックカバー製作販売

継続 自主事業

・地域のまちづくり ・北堀、石橋、城北まちづくりへの参画
・城北福祉まつり（秋）の企画

継続 自主事業

・各種まちづくり調査事業 ・施設計画の市民参加ワークショップ、各種まち
づくり調査事業、ニュースレター作成、封入作
業、データ入力作業など

継続 各種委託

・建築設計関連事業 ・建築設計、計画に関連した業務
・バリアフリー改修アドバイス等

継続 各種委託

・パソコンリサイクル事業 ・パソコンの分解、リユース、データ消去、資源
販売

拡大 自主事業

・パソコンドック事業 ・パソコンドックに加盟してパソコン修理
・パソコン回収を市民運動で広げる

拡大 自主事業

・はんこやゆうあいの運営 ・エコステに併設してはんこやゆうあいの運営 継続 自主事業

・市民活動センター ・市民活動センターの指定管理公募にノミネート 新規 自主事業

・地域づくりイベント等 ・武者行列など地域づくりに関するイベント支援 継続 委託事業

公共交通利 ・バスブック松江版発行 ・バスブック松江版2019の制作、発行。社会貢献
基金の助成を活用

継続 自主事業

用促進事業 ・縁結びバスマップの発行 ・安来、松江、出雲エリアの観光スポットを巡る
「縁結びバスマップ」の制作、発行

継続 自主事業

・バスマップすごろくの販売、
普及

・バスマップすごろくの制作、イベント実施
・京都をはじめ、各地のバスマップすごろく普及

継続 自主事業

・公共交通利用促進 ・公共交通利用促進に関する事業
・コミバスのＧＴＦＳ化、グーグル検索化
・全国バスマップサミット参加
・バス停クリーンアップ事業

継続 自主事業

情報化推進 ・各種ＷＥＢ制作等 ・ＷＥＢサイトの制作、運営 継続 委託事業

事業 ・ＷＥＢアクセシビリティに関
する業務

・ＷＥＢアクセシビリティの診断、アドバイス等 継続 自主事業

・インターネット安全教室 ・安全教室の開催 継続 自主事業

情報発信事
業

・ゆうあいメルマガ ・月に１回の発行。ゆうあいの取り組み状況を発
信　ゆうあい会員用、メルマガ会員用

継続 自主事業

・ゆうあいレポートの発行 ・ゆうあいの取り組みを紹介する広報誌を３ヶ月
に１回発行（紙版、ウェブから）

継続 自主事業

・ゆうあいホームページ ・ゆうあいホームページの管理、日本財団ホーム
ページでの発信、フェイスブック運営等

継続 自主事業

NPOのネット
ワーク

・松江NPOネットワーク ・会の運営支援／協働マッチングイベント 継続 自主事業

・しまね社会貢献基金 ・しまね社会貢献基金を通じた寄付の拡大 継続 自主事業

・会員の拡大 ・プロジェクトゆうあい会員の拡大 継続 自主事業

・法人全体イベント ・夏の納涼会、冬の忘年会、ゆうあい祭り（城北
福祉まつりと一体に）など

拡大 自主事業

・キッズ交流会 ・事業所内、4事業所での交流イベント 継続 自主事業

・同友会障害者研究会 ・中小企業家同友会の障がい者研究会参加 新規 自主事業

・就労交流会 ・就労事業所としての食事会、花見など 継続 自主事業

・定期的な研修の実施 ・虐待研修、リスクマネジメント研修ほか 継続 自主事業

寄付の受け
入れ

交流事業

研修事業

法人全体事業

地域のまち
づくり支援



・事業の共有 ・事業方針説明会の開催（４月） 継続 自主事業

・就労交流会 ・就労事業所としての食事会、花見など 継続 自主事業

採用 ・2020年４月新卒採用活動 ・各種採用イベント、専門学校等への訪問
・同友会のjobway活用

継続 自主事業

研修事業


