
2014 年度事業計画 NPO法人しゃらく事業方針

（１） しゃらく旅倶楽部事業再編

　今まで、しゃらく旅倶楽部事業の中に、タクシー・古民家再生・オーダーメイド旅行があった。そのため、
事業別での売上把握や経費区分が難しいだけでなく、ブランド別の戦略も描きにくい現状であったため
平成 26年度より、下記組織図に再編する。

　組織再編することにより、旅事業部での売上及び経費管理に加え、介護タクシー・しゃらく旅倶楽部・
社会学校においても売上及び経費管理する体制を構築する。

（２） 各旅行部門の短期・中長期目標を明白にする

　しゃらく旅倶楽部事業部において、総売り上げの目標として、2,500 万円の売上を目指すこととする。

①しゃらく旅倶楽部事業（目標売上　1,500 万円）
　しゃらく旅倶楽部では、利益率が高くニーズが一番高いオーダーメイド旅行に注力してきた。しかし、
お客様が重度の方が多く、しゃらく旅倶楽部事業の利用年数及びリピーター率の低下がみられるため、
軽度の方への「この指とまれツアー」中度の方のための「パック旅行」と、商品ラインナップを増やす
ことにより、対応してきた。
　

■新たな「可能性」を追求すると共に「成長」の二文字をこだわる 1年とする。

　平成25年度は、主力事業であるしゃらく旅倶楽部は大きく成長した。しかし、財政的にはまだまだ厳しく、
理想的な姿には程遠いと考える。そこで、大きな方針として、
（１）しゃらく旅倶楽部事業を再編する。
（２）各旅行部門の短期・中長期目標を明白にする。
　上記 2点を踏まえ、今後更なる成長を目指す土台構築に本年は注力することとする。
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　しかし、「この指とまれツアー」に関しては 50 人程度の会員数と参加者が増え一定の成功と言えるが、
「パック旅行」に関しては申込数が以前少なく、「パック旅行」の催行につながっていないのが現状である。
利益率が高くしゃらく旅倶楽部のミッションと一番合致する「オーダーメイド旅行」を持続的に運営する
ためには、「パック旅行」参加者が身体能力の低下と共に参加できず「オーダーメイド旅行」に流れる仕組
みが必要であり、「パック旅行」参加者は「この指止まれツアー」の参加者を想定している。
　よって、全ての旅行商品は「この指とまれツアー」が入口になっているため、平成 26年度は、
１．「この指とまれツアー」を重点的に広報する。
２．未開拓地域である神戸市西区（西神中央～学園都市の間）を重点的に広報
することにより、50 人の会員から平成 26 年度は 150 人の会員増、売上目標を、4,980 円 / 人×7 人 / 回
×5回 /月×12か月＝2,091,600 円とする。
　3 年先の平成 28 年度には、「この指とまれツアー」会員を 500 人程度まで伸ばし、「パック旅行」への
参加を促すことにより売上を飛躍的に伸ばすようにする。

■売上目標

②社会学校事業
　前年度の古民家再生事業に関しては、売上が 900 万であった。平成 26 年度から「社会学校」というブ
ランド名にて、古民家再生ツアー及び新規事業として福島ツアーを実施することとし、社会学校のみの売
上目標として 1,000 万円を目標とする。
　また、社会学校は「メディアの目で見る社会」から「自分の目でみる社会」を合言葉に新たなブランド
を構築する。

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
この指 200 万（150 人） 400 万（350 人） 500 万（500 人） 
パック旅行 50 万 200 万 500 万 
オーダーメイド 1,250 万 1,400 万 1,500 万 

【オーダーメイド旅行】

ターゲット：主に重度の方/歩行困難者・寝たきり 
価格帯：70,000 円～500,000 円 

【パック旅行】

ターゲット：自力歩行或いは車いす利用者

価格帯：50,000 円～200,000 円 

【この指止まれツアー】

ターゲット：自力歩行可能な方

価格帯：4,980 円 



事業計画　 しゃらく旅倶楽部

　前年度と引き続き、神戸市在住の 65 歳
以上高齢者を対象に新規顧客獲得を目指
す。今年度の数値目標は会員数 150 人、年
間の売上金額 200 万円とする。その手段と
して以下の営業・宣伝活動を行っていく。

①　現会員への個別営業活動
②　チラシのポスティング
③　主に神戸市内の高齢者賃貸住宅・有料
　　老人ホームへの営業活動

全ての旅行商品の入り口となる「この指と
まれツアー」の新規顧客獲得は収益安定化
の成否の鍵となる。まずは現参加メンバー
への友人勧誘の働きかけを強化するととも
に、高齢者が多くニーズの高い西区西神中
央～学園都市間に集中的にチラシのポス
ティングを行ない口コミによる波及効果を
狙う。その他昨今増加している高齢者賃貸
住宅等に対する営業活動も引き続き行う。

ビジョン
新規顧客の獲得・業務改善による収益構造の強化

　前々年度、前年度と続けて少人数のパッ
クツアーの販売を行ってきたが、未だ 1 度
の催行もない状況である。いわゆる介護付
きパック旅行は全国的にもほとんど催行さ
れていないのが現状であるが、その主な要
因としては、対象となる要支援～要介護 2
の高齢者のほとんどが、「介護が必要のな
い状態」から「見守りや介護が必要な状態」
に変化してからあまり時間の経っていない
方々であるため、金額的なものも含めた心
理的抵抗が大きく働いていると考えられ
る。そのハードルを取り除くためにも、ま
ずは「この指とまれツアー」への参加をス
テップに、要介護度の進度とともにパック
ツアーへと移行していく流れを作ることが
必要である。
　基本的には「この指とまれツアー」と同
様の営業・宣伝活動を行うが、中でも現会
員への個別営業活動に力を注ぐ。今年度の
目標は催行最低 3 回、売上金額は 50 万円
とする。

この指とまれツアー パックツアー



しゃらく旅倶楽部事業計画　

　立ち上げ当初主力だったオーダーメイド旅
行の受注件数がここ 2 年頭打ち状態である
一方、より低額な手配旅行の受注件数が大
幅に伸びている。今後もこの傾向が続けば収
益の伸びの鈍化は避けられない。
　そこでオーダーメイド旅行、手配旅行それ
ぞれの業務から見積もり方法まで見直し、よ
り収益が上がる形への改善を行う。
　また、前年度の事業計画に掲げた「緩和期
高齢者旅行の強化」については、緩和ケアの
医療関係者に対してアンケート調査の依頼
等を行ったのみで具体的な営業活動もほと
んどできずに終わった。今年度はそれぞれの
スタッフが「患者等搬送事業乗務員講習」を
受講する等して救急搬送に対応できる体制
を作ると同時に、病院の地域連携室や訪問看
護事業所等への営業活動も行う。
　今年度のオーダーメイド旅行（手配旅行
含む）の売り上げ目標は1,250万円とする。

　ボランティア「作業」が減少し、特別な技術
や財力を持たない一般ボランティアの関われる
領域が失われつつある中、ツアーを催行し続け
ることによって、主に西日本の志願者が現地を
目にする機会を保障し、当事者意識を持って復
興のあり方とそれに至る道筋を見出すべく努め
る人材を一人でも増やすことが、旅行業者であ
る私たちが事業を通じて目指すところの到達点
である。
　2014 年度は、古民家再生バスツアーと
SHINGAN Project ツアーという既存の企画に、
福島県へのツアーを新規に加え、「社会学校」と
いうテーマの下に再編する。社会に現存する課
題を実地に知り、学ぶという目的を、旅行とい
うアクティビティを通じて達成するものである。
　古民家と SHINGAN の宮城県行きツアーは、
参加者という名の顧客が当初期待する「作業へ
の従事」が、最早それだけでは課題を解決する
方策として時機を失っていること、また、「私た
ち遠隔地の人間が復興支援に関われる形」を問
い続け、その答えを行動に反映させることの大
切さを体感してもらうために、行程中のみなら
ず、その前後における参加者への効果的な働き
かけがますます重要度を増す。現地に寄り添い
続ける参加者の存在を可視的に発信するため、
これまでは決して成功しているとは言い難いリ
ピーターの増加にも注力しなくてはならない。
　対して福島県では、原子力災害という目に見
えない脅威の中、被災者の心情やボランティア
の受け入れに対する感覚には、宮城県とは大き
く異なった様相がうかがえる。他地域の人間に
現状を知ってほしいという願いは現地にも確実
にあるが、その具体的な実現方法には多様な考
え方が存在する。復興を見据えるという企画の
性質上、現地目線でその必要性が明確に実感さ
れない限りツアーの存在理由は見出せない。双
方の利益が一致するポイントを探り当て次第、
それを形にする作業に着手していきたい。

オーダーメイド旅行（手配旅行含む） 　東日本大震災被災地バスツアー



ビジョン

事業計画　 「まさゆめ」Project　

まさゆめPeoject は、難病や医療的ケアが必要な子ども達が、夢や希望実現のためにスタートライン
に立てないのが現状である。公平平等な社会実現のため、まさゆめ Project では、難病や医療的ケア
が必要な子ども達が強く願う夢や希望を、企業や市民からの支援を頂きながら形にするチャレンジ
の舞台を構築する。なお、本年は持続可能な体制を構築するためにも、安定的な収入確保を大きな
方針とし、ファンドレイジング機能を強化していくこととする。

夢実現支援事業 クリスマスキャンペーン事業

難病の子ども、サマーキャンプ事業ファンドレイジング事業

　難病や医療的ケアが必要な子ども達、2 才
～ 18 才までの子どもに対して、夢実現の支
援を行う。
1グループ 3人×２グループ＝合計 6人

①街頭募金事業
主に、関西学院大学・甲南大学・神戸松陰大学・
兵庫県立大学等の学生ボランティア（まさゆ
め family）と共に街頭募金を実施する。
2回 /月×12か月＝24回

②企業開拓及び切手等の販売事業
平成 25 年度に実施した「もったいない
Project」において、約 50 万円程度の切手を
保有している。その切手を、ご支援頂ける企
業に販売し同時に企業開拓を行う。

③まさゆめ応援団の勧誘事業
毎月定額寄付の人数を増やすことを目的に、
積極的な啓発活動を行う。

④もったいない Project2014
本年度は、コープこうべ様に協力を要請した
上で、最低 6,000 部、最大 40 万部のもった
いない封筒を配架し、6,000 部の場合、最高
300,000 円、40 万万部の場合は、5,000,000
円を目標に資金を集めることとする。

　2013 年度において、兵庫県立子ども病院様、
チャイルド・ケモ・ハウス様の子ども達に、ク
リスマスプレゼントを届けたのと同様に、本年
は、その他病院様も加えた上で実施することと
する。

　兵庫県立子ども病院のドクターからの依頼に
より、小児ガンの子どもを対象としたサマー
キャンプ事業を実施する。ただし、助成金（はぁ
～とふるファンド事業）の取得を前提とする。



事業計画　 インキュベート　

神戸市におけるソーシャルビジネスのエコシステムづくり
ビジョン

中間支援事業 ふるさと兵庫 “すごいすと”
（兵庫で活躍するすごい人）
情報発信事業

協働コーディネーター事業

IT・DTP 事業

　生きがいしごとサポートセンター神戸西事業、
NPO法人設立・運営相談窓口事業を 2013 年度に引
き続き運営する。今年度は、両事業ともに協働に重
点を置く。さまざまな団体と協働し、事業を一緒に
行うことで、私たちのリソースを最大限生かすよう
にする。また、生きサポ神戸西は、職業紹介事業、
高齢者向け事業に力を入れること、相談窓口事業は
人材育成に力を入れ、より広範囲で高度な対応をで
きることを目指す。

　2013 年度に引き続き、兵庫県県民生活課（兵庫
県起業支援型地域雇用創造事業）の委託を受け、「ふ
るさと兵庫 “すごいすと”」の Web サイト制作・運
営を行う。「兵庫を元気にしている身近なすごい人」
に取材を行い、活動の魅力や生き様とともに地域そ
のものも紹介するコンテンツを制作する。
　今年度は継続事業として、前年度と同内容の更新
に加え、①（各人について）ギャラリーページ（関係
者との写真や周辺の名所など写真 7 枚と 40 字の短
文）、②すごいすとマップ（すごいすとの活動拠点を
Google Map 上にマッピング）、③Facebook ページ運
用や紙媒体での広報、などを開始し、さらなるアク
セス数の増加を目指す。実施体制としては、専属従
事者 3 名を新規に雇用。前年度、県から指摘を受け
た事業の遂行体制についても見直しを行い、管理ス
タッフとして 4名の既存スタッフが関わっている。

　2013 年度から引き続き、NPO 以外のネットワー
クを広げることを進める。また、今年度より二人体
制での実施となるため、情報交換を円滑に行い、よ
り効果的な支援体制を構築する。それらで得たノウ
ハウやネットワークを神戸市協働と参画のプラット
ホームに還元し、従来型の NPO と新しいソーシャ
ル系活動の協働が進むようにする。

　DTP 事業は新規案件を受注せず、社内のクリエイ
ティブ制作に特化する。IT 事業も基本的には社内の
Web サイトを改善することに注力するが、人員の
強化によりほかの NPO 等からの依頼を受ける体制
となったため、要望があれば新規案件も受けること
とする。
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