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＜平成 27 年度 県南地区市民活動サポート業務＞  

 

１．事業概要  

 

事 業 名 県南地区市民活動サポート業務  

事業目的  

 

 

秋田県南部男女共同参画センター内において「南部市民活動サポートセンタ

ー」を運営し、ボランティア・ＮＰＯ活動に関する相談業務と関連情報の提

供を行うことにより、市民活動の促進を図る。 

①相談対応・情報収集提供（掲示板）・普及啓発に関する業務  

②情報発信・管理業務 (情報の発信・収集した情報の累積と活用)情報誌発行 

実施時期  平成 27 年４月 14 日～平成 28 年３月 31 日 

実施場所  秋田県南部男女共同参画センター［南部市民活動サポートセンター］  

従事者の人数  ２名 

受益対象者の  

範囲及び人数  

秋田県南地区市民活動団体・ボランティア  

一般市民 企業  行政 

委託総額（円） ４，１０４，０００円 

 

２ .事業内容  

秋田県から単年度契約として「県南地区市民活動サポート業務」を受諾した。  

「相談業務」に関しては年間４３６件の相談があり、昨年よりやや減少した。  

相談内容の傾向として、ＮＰＯ法人に関しては、設立相談、事業運営について、さらに会

計経理に関するものが年々増加傾向にあり、ボランティア・市民活動団体からは、団体の

運営・活動・イベントの告知・参加者募集に関する相談が最も多かった。分野では、福祉

の増進、まちづくりの増進に続き、特に文化芸術スポーツの増進に関するもの、雇用の促

進に係るもの、子どもの健全育成などの増加がみられた。  

 

協働に関するものとして、行政・企業・市民活動団体など各セクターからそれぞれの活

動に対して共に協働事業が出来る相手の照会とマッチング・コーディネートを求められ、

年々増加している。法人の他の事業との関わりから、地縁組織からの相談も増加している。  

また、今年度より制度としてＮＰＯの融資も信用保証協会に委託できることになり、事

業型のＮＰＯにとって国等の精算払い事業も受託できる等活動の可能性が広がった。  

「情報発信・管理業務」に関しては、ボランティア・ＮＰＯ活動の取材及び情報  

収集業務として、情報誌の編集を行った（年 10 回発行、市民活動情報ネットの掲載お

よび法人自主事業として市民活動支援センターや銀行への設置）。法人ホームページ及びサ

ポートセンターブログの内容を充実するよう、最新の情報提供を心がけた。  

● モニターアンケート及び取材団体からの声から、成果と課題は以下のとおり。  

【既存の市民活動者に対して】  

①市民活動団体の情報発信支援、情報発信力の向上支援としては、取材することで団体活

動の情報発信と支援につながり、取材団体からは、貴重な団体広報資料ができたと喜ば

れた。  

②市民活動の活性化に対しては、モニターアンケート・取材団体からは、高校生記者によ
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る取材は、若い人共感を与えたことやボランタリーな意識の醸成と、団体活動の見直し

ができたという感想があった。  

③市民活動団体のニーズ把握としては、取材団体の声としては得られたが、広範囲の市民

活動団体のニーズ調査としては限定された。  

【市民活動団体のサービスの受益者に対して】  

①紙面で取り上げることにより座談会に参加できない人にも取り組みを知ってもらうこと

に関しては、取り組みを知ってもらう機会にはなっているが、インターネット媒体では

効果的に情報が行き届いていないことが改めて明らかになった。 

【無関心層へのアプローチに関して】  

①情報誌を印刷し公共施設や銀行に設置したが、配布数も圧倒的に足りないこともあり読

者が不特定であり反響が得られていないことが課題になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ .今後の課題について  

 

「相談業務」に関しては、それぞれの事業毎の職員の専門的スキルアップもあり、法人

全体として相談体制を組むことが可能になったが、各セクターの情報収集をさらに促進し、

地域のＮＰＯ等と共に相互補完出来る相談体制にして行きたい。  

 

「情報発信・管理業務」に関して改善が必要なこと  

①読者の減少がある。この原因は、秋田県市民活動情報ネットを利用している読者が（「関

心がなくても届く情報」から「関心がある人が取りに行く情報」へ変化したことでネッ

ト環境がなく恩恵を得られない、情報を調べる時間が作れない方の発生と、近場にあっ

たから空き時間で見ていた読者が減少した）である。  

②関心層の発掘とアプローチ不足  

相談の中に団体の若い後継者不足を悩む声が多く、それに応える取り組みについても今

後対策が必要であることも継続課題となっている。  
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＜平成 27 年度 地域協働連携推進事業（県南地区）＞  

１．事業概要  

事 業 名 地域協働連携推進事業（県南地区）  

事業目的  

 

地域の課題やニーズに対応し活性化を図っていくため、協働の担い手である

多様な主体の交流機会の提供及び提言の場を設けることで「地域協働」の裾

野を広げ、県民の社会参加活動及び協働実践活動を促進する。  

実施時期  平成 27 年３月 27 日～平成 28 年３月 31 日 

実施場所  秋田県南部男女共同参画センター［南部市民活動サポートセンター］  

従事者の人数  ２名 

受益対象者の  

範囲及び人数  

秋田県南地区市民活動団体・ボランティア、一般市民 企業 

委託総額（円） ４，３６３，０００円 

 

２ .事業内容  

（１）多様な主体が集う懇談会の開催  

（２）女性の視点による課題解決への提言等  

（３）「ＮＰＯ派遣相談員」による支援  

（４）本事業への参加促進等  

（５）ＮＰＯ活動調査の実施  

 

３．成  果  

（１）  女性提言隊（VITALITY WOMAN） 

地区名  
人

数 

回

数 
チーム名  提言、取組の内容  

仙北地区 10 3 
輝け！初代 MSS 戦隊

Canon レンジャー !! 

人を惹きつける魅力を引き出す若者を大人が

コーディネートするしくみ作り  

平鹿地区 12 3 しらゆりの会  
年代を超えた情報共有と相互理解を得られる

情報ツール作り  

雄勝地区 9 3 レディＱ  
体験型観光、女性の声や発想が町政に活かさ

れる仕組みづくり  

（２）  懇談会  

地区名  
人

数 

回

数 

KPI（地域課題解決の

ための協働実践）  
協働実践の内容、動き等  

仙北地区 11 2 
高校生の地域活動を支

援する検討会の結成  

高校生の地域デビューに向けた「応援する会」

を検討  

平鹿地区 13 2 
情報ツール編集等を検

討する協働体制を確立  

年代を超えた情報共有と相互理解を得られる

情報ツール作りを検討  

雄勝地区 13 2 
年間を通じて受入可能

な体験型観光への取組  

観光客が来るきっかけや町内各所に繰り出す

しくみを検討  
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（３）  ＣＢ立ち上げ【１０件】、ＣＳＲ促進【４３件】  

ＣＢ立ち上げ  

（１件） 

◇ＣＢ補助金を活用【補助団体】  

①みんなの農場カフェ実行委員会・・・農山村環境を活用した体験型コ

ミュニティカフェの運営  

ＣＳＲの促進  

（８件） 

①スギッチファンド支援イベント（グラウンドゴルフ大会）、②催事へ

の協力（地産地消まつり）、③㈱日本政策金融公庫（NPO 向け経営相談・

CB 支援等）、④㈱ソリマチ（NPO 向けソフト普及支援、マイナンバー

制度等の情報提供）、⑤リノベガイド実行委員会（専門家による情報提

供・プロボノ）、⑥ヨコウン㈱（環境に関する情報を学生に提供）、⑦

秋田銀行（子どもへの金融教育）、⑧FAN あきた・FAAVO 横手（活動

資金獲得に関する支援活動）  

 

（４）  ＣＢ普及促進交流会及び経営相談会  

 

（５）その他  

 ■県南地区 

●学習会（2 回）・・・12/4（会計ソフトセミナー）、2/27（クラウド

ファンディングセミナー）  

●出前講座（若者向け協働セミナー4 回）・・・1/22、1/29、2/1、3/17

（若者サポステよこて、男女共同参画センター、羽後高校）  

●ＮＰＯ活動調査・・・9 団体について実施、訪問や相談等を通じて、活

動内容や運営状況などを調査  

 

４．ふりかえり  

 地域課題について女性の視点から探っていく作業はとても意義のあるものだった。また、

その生活実感に基づいた生身の課題の中から本質を探り出し解決していく作業はとても醍

醐味のあるものだった。その点において、仮定や空論ではなく実際にそこに存在する課題

について協働の手法を使って解決していく実にやりがいがある事業であったと思う。 

ただ、その課題解決の方法や手順は、机上で描いた事業計画のようにきれいに運ぶもの

ではない。主人公である住民の課題にもっと寄り添いながら丁寧に進める必要がある。ま

た、対象エリアから平均的にまんべんなく人を集める行政的手法では、課題に対する実感

も共感も得られず、解決のためのモチベーションも上がらない。  

そうした認識の下、ある程度共通するカテゴリーやキーワード、気脈の通じる関係性を

考慮した人選を行い、この事業を進めてきたことが正解であったとあらためて確認できた

と考えているが、人選や人を集める手法において行政(県や市町村)との認識のギャップを埋

めるには、まだ時間がかかると感じた一年でもあった。 

 ■３地区合同企画（全県）  

活動発表、意見交換  
Ｔａｌｋｉｎｇ  ＡＫＩＴＡ ～「つながり」から「行動」へ～  ・・・

2/28（CB 事業報告会終了後、各地区の懇談会・ＶＷの活動報告会） 

 ■県南地区 

経営相談 
①12/4（「はじめの一歩セミナー」終了後）、②2/27（クラウドフ

ァンディングセミナー修了後）  

出張個別相談会  羽後町・・・①1/13、②1/27  大仙市・・・③1/15、④1/29 

報告会・交流会  
①女性連合体の県南合同報告会及び交流会・・・2/23（南部男女共同

参画センター）  
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＜平成 27 年度 はつらつシニア発掘事業（県南地区）＞  

１．事業概要  

 

事 業 名 はつらつシニア発掘事業（県南地区）  

事業目的  

 

シニア世代が持つノウハウやスキルを最大限に引き出し、社会参加や地域

貢献活動はもとより、地域の活性化や課題解決に向けた活躍の場を創出す

るため、「地域の求めるニーズ」と「シニア世代の持つ能力」とのマッチン

グ拠点を整備する。  

実施時期  平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日 

実施場所  秋田県南部男女共同参画センター［南部市民活動サポートセンター］  

従事者の人数  ２名 

受益対象者の  

範囲及び人数  

秋田県南地区市民活動団体・ボランティア、一般市民 企業等  

委託総額（円） ２，９４４，５５５円 

 

２．事業内容  

(ア)「はつらつシニアステーション」の設置  

(イ)「シニアサポーター」の配置  

(ウ)募集及び関係団体と連携したシニア人材の把握  

(エ)各機関へのヒアリング等による人材ニーズの掘り起こし  

(オ)「地域の求めるニーズ」と「意欲あるシニア人材」とのマッチング等  

本事業における重要業務評価指標（KPI）：発掘したシニア人材の地域デビュー者数：５人  

 

３．成  果  

１．広報普及チラシの製作  

①第一弾 3,000 部  6 月 19 日完成・配布開始  

②第二弾 4,500 部  8 月 24 日完成・配布開始  

 

２．アクティブシニア通信の編集発行  

①Vol.1 9 月 1 日発行  

②Vol.2 10 月 20 日発行 

③Vol.3 1 月 10 日発行  

④Vol.4 3 月 1 日発行  

 

３．アクティブシニア交流会の開催  ４回 

①第一回アクティブシニア交流会  

開催日：７月 12 日（日）13 時～16 時  

会場：南部男女共同参画センター  

参加者数：8 名 

参加団体数：9 団体  

②第二回アクティブシニア交流会  

開催日：９月 12 日（土）13 時～16 時  
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会場：南部男女共同参画センター／Ｂｉｚサポートよこて  

参加者数：11 名  

出展団体数：20 団体（ハーモニープラザまつり連携開催）  

※別紙案内チラシ参照  

 

③第三回アクティブシニア交流会  

開催日：11 月 28 日（土）13 時～16 時  

会場：カフェ・ミライ  

参加者数：18 名  

参加団体数：1 団体  

※別紙案内チラシ参照  

 

④第四回アクティブシニア交流会  

開催日：１月 16 日（土）13 時～16 時  

会場：南部男女共同参画センター  

参加者数：11 名  

参加団体数：7 団体（9 名） 

※別紙案内チラシ参照  

 

４．発掘したシニア   16 名（63 歳以上） 

※シニア人財リスト及びシニアさんカルテ参照  

※その他、仮登録者  41 名（63 歳未満のシニア予備軍含む）  

 

５．発掘した活動団体  ２８団体 

※別紙シニア人財ニーズリスト参照  

 

６．マッチング（地域デビュー者数：ＫＰＩ）  ５件 

※別紙、はつらつシニアマッチング成果  

及び、シニアマッチング報告書参照  

 

４．ふりかえり  

 

１．一年を振り返って  

当初は地域活動に必ずしも関心のないシニア層に、少しずつ関心をもっていただく

という地道な取り組みでした。時間をかけて醸成してきたシニアの参加意欲は、今後

の地域活動に活かされていくことが期待されます。  

 

２．今後について  

当事業に関しては 27 年度のみで終了となりましたが、今後はこのシニア人材が主

体者となって自主的に活動していくことを支援していきたいと考えています。実際に

参加されたシニアさんの中からは“自主的な活動を望む声”がありました。今後は当

法人が公費投入事業の枠にとらわれず自由な形で展開していくことを後方から支援し

てまいります。 
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３．最後に 

シニアの社会参加を促す活動は、趣味・生涯学習分野を除けば、地域課題に目を向け

てもらう地道な取り組みでもあります。行政的には高齢者の対象年齢を 65 歳以上と

していますが、この年代の方を社会参加へ導くことは本人にとっても社会にとっても

大変意義のあることです。但し、その目的を達成するための方法としては、シニア予

備軍である 50 代後半から社会参加機運を醸成していくプロセス支援が必要であると

考えます。中間支援ＮＰＯとしてその考えをもとに支援してまいりますが、行政に対

しても結果目標達成のために“プロセス支援”への理解と支援施策を提案していきた

いと思います。  

 

 



8 

 

＜平成 27 年度 共助による除排雪等支援事業（県南地区）＞  

 

１．事業概要  

事 業 名 共助による除排雪等支援事業（県南地区）  

事業目的  

 

高齢者世帯等の除排雪支援など、地域課題の解決を目指す自治会、町内会等

の団体に対して、活動するための組織化や継続した活動を行うための支援を

行うなど、体制の構築と強化を図ることを目的とする。  

実施時期  平成２７年３月１８日～平成２８年３月３１日  

実施場所  秋田県南ＮＰＯセンター神明町分室  

従事者の人数  ３名 

受益対象者の  

範囲及び人数  

自治会、町内会等の地域自治組織 

一般市民 企業  

委託総額（円） ８，５８０，４５６円（委託先：秋田県）  

 

【数値目標と実績】  

 目標 実績 

共助組織立ち上げ  3 6 

ネットワーク構築 1 1 

 

２ . 事業内容  

（１）説明会等の実施  

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の活動を活性化する気運を醸成するほか、

地域の課題を把握するため、自治会や町内会等の団体の代表者等を対象に既存組織の

活動事例の紹介などの説明会やワークショップを開催する。  

（２）団体等の立ち上げ支援  

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の立ち上げを促進するため、活動を行う意

欲のある自治会や町内会等の団体に対して、個別に事例等の紹介や助言等のほか、関

連する補助金等の情報提供や事務手続きの支援を行う。  

（３）団体の継続した活動に対する支援等  

高齢者世帯等の生活課題の解決を図る団体の活動の継続支援として、活動している自

治会や町内会等の団体の活動状況を把握し、継続した活動をするために必要な体制等

に関して助言するなど、継続した活動につながる支援を行う。  

（４）団体同士の連携強化に対する支援等  

活動している団体同士の連携を図るため、地域ごとに共助組織が参集し、情報交換や

協働の取組の実施を推進するなど、団体同士の連携強化につながる支援を行う。  

 

３ . 成果  

【共助組織等の立ち上げ団体】  

横手市  いかだ共助組合（H27.9.13 設立）  

八王寺三区「結いの会」（H27.9.30 設立）  
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金澤陣館会（H27.10.31 設立） 

湯沢市  共助を進める会（H27.12.1 設立）  

湯沢市関口新山田地区共助組合（H27.12.20 設立） 

羽後町 仙道地区除雪グループ（H27.9.1 設立）  

 

【共助組織ネットワークの構築】  

横手市共助組織連合会（構成団体９）  計１ネットワーク  

 

【既存組織継続支援等】  

生きがい食材納入の実施  

 

【セミナー開催等】  

５月 29 日 「新しい地域コミュニティ創造セミナー２０１５」開催 

７月 24 日 地域づくり研修会開催「地域の元気は地域の小仕事づくりから」  

 

【アウトカム】  

日常生活の支援の輪が広がった。  
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＜平成 27 年度 秋田型地域支援システムトライアル事業＞  

１．事業概要  

事 業 名 秋田型地域支援システムトライアル事業  

事業目的  秋田型地域支援システムの全県への波及を図るため、高齢者等の課題解決に

取り組む１地域において、先導的事業を実施する。  

実施時期  平成２７年７月３１日～平成２８年３月３１日  

実施場所  秋田県南ＮＰＯセンター神明町分室  

従事者の人数  ４名 

受益対象者の  

範囲及び人数  

横手市大森町保呂羽地域（１７集落、２２１世帯、人口６２４人） 

委託総額（円） ４，９５０，０００円（委託先：秋田県）  

 

２ .事業内容  

事業の対象地区となった横手市大森町保呂羽地域（17 集落、221 世帯、人口 624 人）

では 10 年間で、地域内人口が 200 名も減少した他、地域全体の高齢化率が 41.7%まで

上昇したこともあり、様々な生活課題が顕著になっている。  

地域の共助組織「保呂羽地区自治会」との協働により、高齢者等が安心して暮らし続け

られるよう生活課題にきめ細かに対応する他、地域の実情に応じた効果的・持続的な解決

策について検証した。  

 

１ ワンストップ窓口の設置・運用  

  暮らしなんでも相談所の開設  

開設期間   平成２７年９月１日～平成２８年２月２９日  

利用日    月曜日～金曜日  

利用期間   午前６時～午後６時（時間外は相談員の携帯電話に転送）  

時間外対応  午前６時～午前９時・午後６時～午後９時  

       （平日および土日、祝日も対応）  

 

２ 居場所づくりと介護予防  

お楽しみサロンの開催  

  第１回 平成２７年１０月２９日  

  第２回 平成２７年１２月１４日  

  第３回 平成２８年 １月３０日  

  第４回 平成２８年 ２月１５日  

 

３ 買い物難民の解消の取り組み  

お買い物無料送迎の実施（雄物川町スーパーセンタートラストへ）  

第１回 平成２７年１１月１４日 

第２回 平成２８年  １月  ７日 

 

【アウトカム】  

地域内での支援体制が整い、結束が強まった。  



県南地区あきたスギッチファンド チャリティグラウンド・ゴルフ大会 

 

1. 事業名 

第５回県南地区あきたスギッチファンド チャリティグラウンド・ゴルフ大会 

 

2. 事業概要 

生涯スポーツグランド・ゴルフを通じて親睦と交流を深めながら、地域づくり活動を

支援する「あきたスギッチファンド」へのご理解とご協力を頂き、健康づくり、仲間づ

くりを目的として開催する。当該事業は、５年前からの継続開催である。 

 

3. 開催概要 

開催日  平成 27年 10月 27日（火） 午前 8時～午後 2時 

会 場  横手市赤坂総合公園グラウンド・ゴルフ場 

参加費  １，０００円   参加者数  148名 

主 催  特定非営利活動法人 秋田県南ＮＰＯセンター 

主 管  横手市グラウンドゴルフ連盟横手協会 

協 賛  ・有限会社 三浦商店 （横手市大屋新町） 

     ・有限会社 和服や 樹（いづき） （横手市婦気大堤） 

     ・株式会社 眞壁屋 （横手市大屋新町） 

     ・横手駅前温泉 ゆうゆうプラザ （横手市駅前町） 

     ・あいのの温泉 鶴ヶ池荘 （横手市山内） 

     ・雄物川温泉 えがおの丘 （横手市雄物川町） 

      ・ときめき交流センター ゆっぷる （横手市平鹿町） 

     ・ゆとりおん大雄（横手市大雄） 

     ・株式会社伊藤園 横手支店（横手市八幡） 

     ・特定非営利活動法人いなり福祉会 

     ・みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 横手・湯沢営業所 

     ・株式会社丸幸 

 

4. 事業成果 

寄付金 ５１，３００円（収益金） 

当大会の目的に則り『あきたスギッチファンド』へ寄付した。 

 

5. 総括 

地域団体からの多大なるご協力を賜わり、お陰さまで盛会裏に終えることができた。  

開催日前後は寒い日が続いていたが、当日は運よく天候に恵まれ、快晴の秋空の下、  

みなさん元気はつらつのプレイを楽しんでいただくことができた。表彰式や抽選会も 

盛り上がり、ご協賛頂いた賞品に関しても参加者の皆さんに大変喜んで頂けた。大会へ

協力いただいた皆様に心より感謝したい。 



 

    

 

     

   

 

   

 

第 5 回 県南地区 あきたスギッチファンド チャリティ グラウンド・ゴルフ大会 

平成 27 年 10 月 27 日（火）  会場：横手市赤坂総合公園 グラウンド・ゴルフ場 保呂羽コース 





平成２７年度秋田県南若者サポートステーション事業
＜厚生労働省事業＞

１．事業概要
事業名 地域若者サポートステーション事業
事業目的 学校卒業後あるいは中途退学後、または一定期間無業の状態にある若者

の職業的自立への取り組みを促進し、一人でも多くの若者を就職に結
びつけ、日本や地域の将来を支え活躍できる人材となるよう支援する。

実施期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
実施場所 秋田県南若者サポートステーションよこて（横手市横山町１－１）
従事者の人数 ９人
受益対象者の範囲 秋田県南７市町村の１５歳から３９歳で就職に意欲をもつ無業の若者、

ニート、ひきこもり
相談状況

・相談件数（延べ） 247人(193) ・相談実人数 65人(101)
・登録者数 52人(75) ・就職者数 39人(20)

( )は昨年度
委託総額(円） 11,000,000 円

２．事業内容(おもな取り組み）
①広報媒体の活用
利用者の一層の掘り起こしを図るため、既に全戸配布を終えている横手市以外の各市町村
に広報紙を配布した。

②メディアの活用
地元ＦＭを活用し、２０秒のスポットＣＭを６カ月間にわたり放送した。また、地元新聞紙
には２回掲載され大きな効果を発揮した。

③ハローワークとの連携
個人情報保護に基づいた情報交換等を密接におこない連携をより深めた。

④地域の支援ネットワークの活用
社会福祉協議会と連携し、横手市、東成瀬村、美郷町の各民生児童委員計279名を対象に事
業説明を実施した。

⑤出張相談の実施
ハローワークへの月２回の出張相談を実施した。また、湯沢市、美郷町、東成瀬村にも出張
相談を実施した。

３．今後の課題
A．利用者の掘り起こし
①情報の発信
各市町村と社会福祉協議会の協力を得て実施した出張相談や民生児童委員への説明会等を
通して、地域に潜在する支援対象となる若者の存在が確認されている。そのため、実績の
向上とサポステのタイムリーで効果的な情報発信に努める。

②出張相談の継続的拡充
相談者はまだ少ないが情報発信とともに継続実施しながら、横手市と他の市町村において
も行えるよう理解と協力を求め、対象者の背中を押すアクションに繋がるよう取り組む。

③ PR活動の強化
新聞、FM、フリーペーパー等の様々なメディアを活用し、広範で徹底した周知となる切
れ目のない PR活動を展開していく。

B. 支援事業内容の充実と支援計画の策定
①利用者それぞれの事業参加後の意識変化や理解度、定着度を客観的に捉え、支援内容の振
り返りや改善策の検討・実施を行うなど PDCAサイクルを確立する。

②評価尺度の導入
利用者の活動履歴と現状を基に個々人の伸張度と観点別の評価を行って適切な支援計画を
作成したい。このため、利用者を多面的に観ることができる評価項目の選定を行い、スタ
ッフ全員の共通理解による評価尺度の導入を図る。



平成２７年度秋田県南若者サポートステーション事業
＜横手市事業＞

１．事業概要
事業名 秋田県緊急雇用創出等臨時対策基金事業～地域人づくり

（秋田県南若者サポートステーションよこて支援事業）
事業目的 厚生労働省が行う「地域若者サポートステーション事業」と一体となっ

て、無業状態にあり社会的自立に困難を抱える若者を支援する。このた
め、利用者のそれぞれに応じた個人面談やスキルアップ、就労体験等の
支援を実施し就職に結びつける。

実施期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
実施場所 秋田県南若者サポートステーションよこて（横手市横山町１－１）
従事者の人数 ８人
受益対象者の範囲 秋田県南７市町村の１５歳から３９歳で就職に意欲をもつ無業の若者、

ニート、ひきこもり
相談状況 ・相談件数（延べ） 247人(193) ・相談実人数 65人(101)

・登録者数 52人(75) ・就職者数 39人(20)
( )は昨年度

委託総額(円） 11,536,904 円

２．事業内容
A.各種実施セミナー
①自己分析セミナー
【内容】利用者自身がキャリア・インサイトを活用しながら、職業選択に役立つ自己評価や

職業リストの検索・プランニング等を行った。
【実施回数】２０回 【参加人数】各１名、延べ２０名
②グループカウンセリング
【内容】グループの中で自ら話をすることや、人の話に耳を傾けることで、他人との関わり

方を学んだ。
【実施回数】１０回（月１回、最終土曜日）

第１回４／２５～第１０回２／２７
【参加人数】１１３名 ※サポステに登録外の参加者も含まれている。
③キャリアカウンセリング
【内容】就職に向けた自己理解・職業理解を中心とした内容を、グループワーク・ロールプ

レイを通して学んだ。
【実施回数】第Ⅰ期 ８回（毎週月曜）第１回 ７／ ６ ～第 ８回 ２／２７

第Ⅱ期１０回（毎週月曜）第１回１０／ ５～ 第１０回１２／２１
第Ⅲ期 ９回（毎週月曜）第１回 １／１８～ 第 ９回 ３／１４

【参加人数】第Ⅰ期４５名 , 第Ⅱ期３３名 , 第Ⅲ期３５名
延べ参加人数１１３名

④調理実習
【内容】一人一人が互いにコミュニケーションをとり協力しながら作業を進める。
【実施回数】４回 ５／２９ , ９／２９ , １１／２４ , ２／２３
【参加人数】３３名
⑤ものづくり講座
【内容】創造する力を養いカタチを造る難しさを実感しながら、コミュニケーションをとり

完成させていくことの喜びを体験することができた。
マイクロコンピュータの活用と駆動ソフトウェアの自作により、ＬＥＤ点滅回路の
製作に取り組んだ。

【実施回数】１０回
【参加人数】延べ１３名
⑥漢字検定クラブ
【内容】漢字を学習することで自信をつけ就職後の業務に役立てたり、生活のリズムを整え

たいという趣旨で利用者同士で運営した。
【実施回数】４６回（毎週月曜） 第１回４／６～第４６回３／２８



【参加人数】延べ２３６名
B.ジョブトレーニング、職場体験等
①ジョブトレーニング
【内容】講師による講話や演習を通し、実際の仕事に必要とされるコミュニケーション力や

知識、スキル、経験を身に付けることができる。
【実施回数】計４回 第１回 ５／２１ , 第２回 ７／１４

第３回 ９／２４ , 第４回１２／１７
【参加人数】第１回 １３名 , 第２回 ９名 , 第３回 １３名 , 第４回 １０名
②職業人講話
【内容】職場のプロフェッショナルから、現場で必要な心構えや社会人として大切なマナー

等の話をしてもらい、利用者の就職活動に役立てる。
【実施回数】計４回 第１回 ６／２２ , 第２回 ９／１５

第３回 １１／１９ , 第４回 １／２２
【参加人数】第１回１０名 , 第２回１２名 , 第３回１０名 , 第４回１０名
③職場見学・体験
【内容】働くことに自信や意欲が不足している若者に対し、企業等での作業体験や現場見学

を通して、達成感や自己有用感を醸成する。そのことで、協同作業の大事さを学び
協調性やコミュニケーション力を身に付けていく。

【実施回数】計１４回 ( )内は参加人数
第 １回 ５／２５～２９ (1) 第 ２回 ７／１３～１８ (1)
第 ３回 ９／ １ (2) 第 ４回 ９／１０ (1)
第 ５回 ９／１０ (1) 第 ６回 ９／２４ (2)
第 ７回１０／ ５ (10) 第 ８回１１／ ２ (1)
第 ９回１１／ ２ (1) 第１０回１１／１７ (1)
第１１回１２／ ２ (1) 第１２回１２／１５ (1)
第１３回 ２／ １ (1) 第１４回 ２／ ５ (1)

【参加人数】延べ２５名

３．今後の課題
A. 出口の強化
①職場体験強化
職場見学、職場体験は、利用者の適性確認や自信回復につながっている。しかし、個別の
企業ごとに理解を得ながら実施している状況であり、さらにこの機会を増やすため企業と
のネットワークを構築していく。

②定着・ステップアップ事業の充実
利用者を励まし参考にしてもらう目的で＜就職者体験座談会＞を2回実施した。就労者から
は、ⅰ)趣味をもつことが大切 ⅱ)義務感で仕事をするのではなく、興味のあることにチ
ャレンジしたらいい など、利用者にとって大変有意義な話し合いがされた。次年度も、就
労者の協力をもらいながら継続しいっそうの充実を図る。

2015/5/29 第1回調理実習

献立１「野菜たっぷりﾄﾞﾗｲｶﾚｰ」

献立２「野菜のﾊﾟﾊﾟｯと和え」

2015/11/19 第3回職業人講話
ﾜﾀﾅﾍﾞﾌｨｼﾞｶﾙﾜｰｸｽ院長

渡部 真吉 氏

「トレーナーの仕事と

正しい姿勢について」

2015/12/17 第4回ｼﾞｮﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ｺｰﾁﾝｸﾞｵﾌｨｽ ｱｳﾞｧﾝ

山下 満喜子 氏

「職場で必要なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの基本

どうすれば身に付けることが

できるか」




