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岡山県居住支援協議会とは

岡山県では、関係団体と連携し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の

促進に関する法律（改正住宅セーフティネット法）第51条に基づく居住支援協議会を設立しています。

居住支援協議会は、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等の連携により、

高齢者、障がい者、子育て世帯、低額所得者、被災者等の住宅確保に特に配慮を要する者

（住宅確保要配慮者）が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織です。

そのための相談支援や物件情報支援などを行っています。

居 住 支 援 団 体 一 覧

岡山エリア

支援対象：長期精神科入院者、地域生活する精神障害者で支援が必要な方
NPO法人 岡山県精神障害者家族会連合会 06

支援対象：高齢者、障がい者、被虐待者（DV被害者、虐待されている方）、刑余者、被災者の方などで入居できるアパート等の確保が困難な方
認定NPO法人 おかやま入居支援センター 07

支援対象：安心できる居場所がなくホームレス状態になるおそれのある人、またはホームレス状態に置かれた人
NPO法人 岡山きずな 08

支援対象：虐待されている子ども、自立をめざす子ども、児童養護施設や自立援助ホームなどを退所した方（年齢不問）
認定NPO法人 子どもシェルター モモ 09

支援対象：あらゆる暴力被害当事者の女性と、暴力のある家庭で育った子ども
NPO法人 さんかくナビ 10

支援対象：東日本大震災・原発事故で岡山県へ避難・移住された方、その家族。また、さまざまな災害で被災された方
一般社団法人 ほっと岡山 11

支援対象：岡山県下に在住の外国人、外国人留学生
NPO法人 メンターネット 12

支援対象：精神障がい者、高齢者、刑余者、被災者、ひとり親世帯、生活保護受給世帯など、自ら住まいの確保が難しい方
NPO法人 おかやまUFE 13

支援対象：低所得者、被災者、高齢者、障がい者、生活保護受給者、刑余者、そのほか住居の確保が困難な方
株式会社 いこい住宅 14

倉敷エリア

支援対象：障がい者、認知症の高齢者など
ぶどうの家（三喜株式会社） 20

支援対象：障がい者、認知症の高齢者など
共同生活空間 雅の家 21

支援対象：DV被害にあった親とその子ども、離婚等でひとり親家庭となった親子、ひとり親になろうとしている方（離婚等の問題を抱えている方）など
NPO法人 子ども家族生活サポートセンター いとでんわ 15

支援対象：総社市在住で、さまざまな事情で自立生活に困難を抱えている方、お困りの方
総社市権利擁護センター “しえん” 16

支援対象：障がい者、高齢者、低所得者、生活困窮者、子育て世帯等、なんらかの事情で一時的に住宅確保が困難な方
ふくしネットそうじゃ（総社市社会福祉法人社会貢献活動推進協議会） 17

支援対象：18歳以上の倉敷市内の方で、精神科通院および入院している方、退院後の自立支援が必要な方。リカバリーを目指す方
NPO法人 ピアサポートセンター ひといろの実 18

支援対象：障がい者、高齢者、低所得者、生活保護受給者、子育て世帯等、なんらかの事情で住宅確保が困難な方
居住支援センター クムレ（社会福祉法人 クムレ） 19
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新見エリア

支援対象：高齢者、障がい者、刑余者、被虐待者など、入居できる賃貸住宅等の確保が困難な方
株式会社 ノックス／有限会社 ケイ・ビー 22

支援対象：原則として15歳から20歳までの男子
NPO法人 未来へ 28

支援対象：障がいなどで自立に困難を抱える地域生活者
NPO法人 希福祉会 29

支援対象：ひとり親家庭（母子）およびDV被害者
認定NPO法人 オリーブの家 30

支援対象：高齢者、障がい者、生活困窮者など住宅確保要配慮者
NPO法人 あんしん住居支援センター 31

支援対象：ひきこもりの若者や不登校の高校生
NPO法人 山村エンタープライズ 27

支援対象：知的障がい者、精神障がい者の方。家庭の事情や疾患などで自立サービスが困難で、福祉サービスおよび居住支援を必要としている方
NPO法人 じゃがいもの木 26
美作エリア

支援対象：ひとり親家庭（母子）、DV被害者、高齢者（女性）
認定NPO法人 ハーモニーネット未来 23

支援対象：笠岡市内の方で、さまざまな事情で生活にトラブルや困難を抱えている方やお困りの方、自立支援が必要な方
NPO法人 笠岡を元気にする会 24

井笠エリア

支援対象：居住環境に困りごとを抱えるひとり暮らしの高齢者、住宅確保要配慮者
株式会社 ラスティック 25
東備エリア

岡山県居住支援協議会 検索HP ▶▶▶ http://oka-kyoju.net

※各団体の詳しい支援内容は、ホームページでも公開しています。
　ホームページでは、今後随時団体を更新し紹介していく予定です。
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NPO法人 岡山県精神障害者家族会連合会

支援申込連絡先

NPO法人 岡山県精神障害者家族会連合会
〒700-0945　岡山県岡山市南区新保1609-13
［TEL］086-250-1161　［FAX］086-250-1168　［受付時間］10時～16時

岡山エリア

　当法人は、精神保健福祉施設の充実、精神障害者の社会復帰
に関する事業を行い、精神障害者及びその家族の保健福祉の増
進、並びにともに生活するすべての人が健やかに過ごせる社会の
実現に寄与するため以下のような事業を行っています。

・精神保健の啓発促進に関する事業
・精神障害者の社会復帰に関する事業
・精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業
・障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業

団体の活動概要
１８歳以上の、岡山県在住、障がいがある方。

支援条件

・長期精神科入院者
・地域定着を継続するうえで支援が必要な方
・支援対象は県下全域

居住に関連した支援対象者

事前にご連絡いただき、見学と体験を行っていただきます。
また、福祉サービスの申請が必要になります。
詳細はお問合せください。

支援申込方法

宿泊型自立訓練事業
　岡山市南区新保にある施設で生活します。２年を期限に、地域
生活の基礎を組み立てます。
　起床からおやすみまでの様々な生活場面において、支援をしてい
ます。また、受診や各行政手続き等の支援、食事や金銭の管理も
含め総合的に生活をサポートしています。
　利用後の地域生活を見据えたサービス提供を行っています。

支援内容

　おかやま入居支援センターは、障がい者や高齢者等、住宅の確
保が難しい方の入居を支援することを目的として、弁護士・司法書
士・医師・精神保健福祉士・社会福祉士・不動産仲介業者などが集
まって、設立したNPO法人です。住居の確保が困難な方々の入居、
生活及び就労を支援するため、関係機関と協力してネットワークを
形成し、必要に応じて入居時の保証人となる、住居や居場所を提
供するなどの活動を行っています。
　多機関多職種の方 と々の連携の中で、空き家活用モデル事業、
全国的居住支援ネットワーク事業など、課題解決に向けた取り組み
を展開しています。
　また、相談支援事務所、自立生活援助事業所の指定を受けて、
障害福祉サービス等の事業を行っています。

団体の活動概要

・支援対象者であり賃貸住宅に入居を希望する人。
・支援地域：岡山県内。

支援条件

　高齢者（原則65歳以上）、障がい者、被虐待者（DV被害者、虐
待されている方）、刑余者、被災者の方などで、入居できるアパート
等の確保が困難な方。

居住に関連した支援対象者
　おかやま入居支援センターの会員または関係機関（行政機関、
医療機関、介護・相談支援事業者、成年後見人等、不動産仲介
業者など）の方を通じてお問い合わせ、ご相談ください。支援申込に
必要な書類を提出していただいてから、本人面談を行います。面談
には、本人の状況をよく知る支援者の方の同行が必要です。

※本人から直接の申し込み、単独での申し込みは基本的に受け付
けておりません。支援者がいない方は前もって電話でご相談くだ
さい。適切な関係機関をご紹介いたします。

支援申込方法

認定NPO法人 おかやま入居支援センター
岡山エリア

支援申込連絡先

認定NPO法人 おかやま入居支援センター 事務局
〒700-0806　岡山県岡山市北区広瀬町2-11
［TEL］086-230-1056　［FAX］086-230-1057　［URL］https://okayama-nyukyoshien.org

おかやま入居支援センター外観（通称  博士の家） パネル展にて活動を紹介

　支援対象者が抱える問題を解決し住居を確保できるよう、不動
産仲介業者、行政機関、介護・相談支援事業者、医療機関、成
年後見人などを紹介し、生活を支えるネットワーク（つながり）を作
るお手伝いをします。法人内の審査がありますが、必要に応じて入
居の保証（緊急連絡先や保証人になるなど）も行い、入居中は見
守りサービスを提供します。退去時には明渡しの諸手続きも行っ
ています。

支援内容

　また、緊急避難や自立の応援など様々なシェルターニーズに対
応するためにいくつかの部屋を確保し、一時的に安全な居住生活
スペースを提供しています。

※保証支援については、施設や公営住宅への入居の場合、支援
できないことがあります。
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　岡山きずなは、ホームレス状態になるおそれのある人々、ホームレ
ス状態に置かれた人々に対して、積極的な関わりを持ち、さまざまな
社会資源を利用して衣食住の確保や就業の機会の確保など、社
会的な自立に向けた事業を行っています。当法人では、「ホームレ
ス」の意味を広くとらえ、路上で生活している人のみに限定せず、不
安定な居住状態にある人々、地域で孤立しやすい人々、過ごす居
場所がない人々などもサポート対象としています。
　サポートの最終目的を、ホームレス状態を脱するだけではなく、当
事者の方に伴走するような形で、その方が誰かとつながり、そして地
域社会の中で各々が支えあえるような状況を目指し、路上生活者
等の命をつなぐための炊き出しや巡回活動、健康・法律・年金など
の相談支援や居場所づくり、見守り活動による自立や就労支援を
下記事業を通じ行っています。

・ホームレス状態にある人々への炊き出しや夜回り活動を通じた
応急援護、相談、自立のサポートおよび実情把握による支援事業
・ホームレス状態から自立した人々への地域定着のためのパーソ
ナルサポート、アフターケア事業
・生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業（岡山市
委託事業）、自立準備ホーム（岡山保護観察所委託事業）、生
活保護法に基づく日常生活支援住居施設の運営など

　また、炊き出し等拠点として、孤立を防ぎ地域に住むあらゆる方々
の居場所として「安楽亭」（岡山県岡山市北区下中野70番地）の
運営も行っています。

団体の活動概要

・年齢、性別、障がいの有無を問いません。
・一時生活支援施設の入所に関しては、岡山市在住の方もしくは
岡山市内でホームレス状態にある方で、身辺自立している18歳
以上の方が対象となります。親子の場合は子どもの年齢は問い
ません。
・日常生活支援住居施設は、福祉事務所から委託された方を対
象としています。

支援条件

　電話または、当法人のホームページ内の「お問い合わせフォー
ム」にてご相談をお受けします。来所については、当法人よりご案内
いたします。

支援申込方法

・生活困窮者自立支援法の対象になる方は、一時生活支援事業
を通じ、一時的な生活場所の提供や生活相談支援、自立支援、
住居探しやアフターフォローを行います。
・岡山市外の方は相談を通じ、適切な関係機関や連携団体を紹介
したり、当法人として提供可能な支援を行います。
・自立準備ホームについては、岡山保護観察所の依頼により、
入所、生活支援、自立支援、アフターフォローを行います。

・ホームレス状態の方（特に野宿生活者の方）に対しては、炊き出
し、夜回り等を通して、食糧支援、相談支援、自立支援、居場所
の提供を行います。
・日常生活支援住居施設については、生活保護法に基づき、制
度化された施設であり独居生活が困難な方を対象に日常的な
見守りや生活支援を行います。

支援内容

NPO法人 岡山 きずな
岡山エリア

支援申込連絡先

NPO法人 岡山 きずな
〒700-0821　岡山県岡山市北区中山下1-5-25　YMCAせとうち内
［TEL］086-221-2822　［FAX］086-201-5508
［e-mail］okayamakizuna@gmail.com　［URL］http://www.okayamakizuna.com

　安心できる居場所がなくホームレス状態になるおそれのある人、
または、ホームレス状態に置かれた人。例えば、何らかの事情で経
済的に困窮し住まいを失った方や、人や社会との関係性を失い、
家族や友人・知人との関係が切れ、居場所を失った方など。

居住に関連した支援対象者

男子用自立援助ホーム　『学南ホーム』外観 女子用自立援助ホーム　『あてんぽ』リビング

　子どもシェルターモモは、虐待やその他の理由で家庭や施設など
で生活することができない困難を抱える子どもたちに居場所を提供
し、自立を支援することを目的に2008年に法人を設立しました。弁
護士・児童福祉関係者・市民が、法的支援と福祉的支援を行うこと
で、子どもたちのセーフティネットとしての下記のような活動を行って
います。 

・今すぐ助けてほしい！という子どもの緊急避難場所女子用子ども
　シェルターの運営
・15歳～20歳までの子どもの自立をサポートする自立援助ホーム
　女子用・男子用の運営
・モモが運営する子どもシェルターや自立援助ホームから社会に
　出た子どもたちに対するアフターフォロー事業
・児童養護施設等を退所した家族の後ろ盾がない子どもや若者
　のアフターフォロー事業
・困難を抱えた子どもたちを支えるネットワークづくり
・困難を抱えた子どもの支援者の養成
・情報発信

※2020年に一般財団法人非営利組織評価センターから非営利
組織の信頼性を意味する「グッドガバナンス認証」を受けました。

団体の活動概要

・シェルター・自立援助ホームの利用…義務教育終了後20歳まで
・アフターフォロー事業…児童養護施設や自立援助ホーム、里親・
　　　　　　　　　　  ファミリーホームなどの退所者（年齢不問）。

支援条件

・虐待などで帰るところがなく今すぐ助けてほしい子ども
　（原則：義務教育終了後20歳まで）。
・自立援助ホームで自立をめざす子ども（義務教育終了後20歳まで）。
・児童養護施設や自立援助ホーム、里親・ファミリーホームなどを
　退所した方（年齢不問）。

居住に関連した支援対象者

　子どもシェルターでは、児童福祉経験のある常勤スタッフが生活
を共にし、子どもの言葉に耳を傾け、子どもの安全と心と体に気を
配りながら、心と体の回復をサポートします。 
　自立援助ホームでも児童福祉経験のある常勤スタッフが生活を
共にし、子どもたちの社会自立を支えます。 
　子どもシェルターモモでは、シェルターや自立援助ホームを退所
後も、アフターフォローや、居場所の提供、相談事業を行う「アフ
ターケア相談所 en」を設け、子どもたちを支え続けています。

支援内容

認定NPO法人 子どもシェルター モモ
岡山エリア

支援申込連絡先

認定NPO法人 子どもシェルター モモ
〒700-0861　岡山県岡山市北区清輝橋1-2-9
［TEL］086-206-2423　［FAX］086-206-2423　［受付時間］月曜日～金曜日／9時～18時　※土・日・祝はお休み
［e-mail］shelter_momo@yahoo.co.jp　［URL］http://shelter-momo.org/top.html
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　さんかくナビは、男女共同参画社会の実現を目指し発足しまし
た。その課題の一つ、女性の人権を阻害するDV（ドメスティック・バ
イオレンス）等の問題の解決と暴力被害の当事者と暴力のある家
庭で育った子どもに対して、安心して生活できる居場所を確保する
とともに、当事者の就業・経済的自立のために必要な支援を行って
います。 
　県内初の民間シェルターの運営をはじめ、電話相談、面接相談、
DV防止のための啓発講座など、セーフティネットとして下記のよう
な事業を行っています。

・男女共同参画社会の形成に必要な事業
・DV被害者支援事業
・若年期女性支援事業

団体の活動概要

　ご相談のうえ。

支援条件

　さんかくナビの電話（086-801-5073）またはメール(ｎａｖｉ-ｄｖ＠ｒｉ
ｖｅｒ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ)にてご相談をお受けします。

支援申込方法

住居・生活再建支援
　民間シェルターでは、暴力を受けた女性に対し、必要に応じて一
時避難や、新しい生活のための住居を提供しています。また、再ス
タートにあたっては、クリニックとも連携し、心身の状態にも配慮しな
がら、関連機関（裁判所の保護命令審尋、弁護士事務所、警察
署、役所、教育機関、相談窓口、クリニック等）への付添い、住民票

支援内容

ほか行政手続きなどの援助を提供しています。

自助グループの活動
　定期的に手作り作品のバザーやワークショップなどを開催してい
ます。心の交流をはかり、継続的な関係性を築きながら自立回復に
向けた支援につなげています。

　自立に向けて生活用品の提供・不動産業者との連携により安
全確保のための居住地の確保などを行っています。

NPO法人 さんかくナビ
岡山エリア

支援申込連絡先

NPO法人 さんかくナビ
〒700-0867　岡山県岡山市北区岡町14-9-401
［TEL］086-801-5073／090-4148-1039（専用携帯）　［FAX］086-230-5558　［受付時間］10時～16時30分
［e-mail］navi-dv@river.ocn.ne.jp

・あらゆる暴力被害当事者の女性（若年女性を含む）と暴力の
　ある家庭で育った子ども。

居住に関連した支援対象者

一般社団法人 ほっと岡山

支援申込連絡先

一般社団法人 ほっと岡山
〒700-0921　岡山県岡山市北区東古松1-14-24　コーポ錦１階
［TEL］0120-566-311　［FAX］086-230-4561　［受付時間］月～金・第2土曜／10時～16時（祝日・年末年始はお休み）
［e-mail］hotokayama@gmail.com　［URL］https：//hot-okayama.net/

岡山エリア

　ほっと岡山は、東日本大震災・原発事故で岡山県へ避難・移住
された方々に対し、ワンストップ相談窓口を設け、住まいと暮らしの
再建に向けた支援事業を行っています。
　住宅、就労、子どもの就学や家族、身体と心のケアなど一人ひと
りの相談内容に合わせ、さまざまな社会資源を適材適所につなぎ、
制度の紹介や情報提供の支援をしています。あわせて、避難者の
方の調査・見守りも行っています。
　避難・移住されてきた方たちは、長引く避難生活の中でいまだ多
くの不安を抱えており、当事者だけでは解決できないのが現状で
す。当法人では、避難者一人ひとりがご自身らしく生きていくための
サポートをモットーに、避難先と避難元双方の行政、中間組織、民
間支援団体、その他専門機関とネットワークを構築し、安定的に支
援が継続できるよう、包括的なプラットフォームとしての活動を続け
ています。

団体の活動内容

　電話またはメールにてご相談をお受けします。来所相談について
は、事前に電話またはメールで日時をご予約いただけますと、お時間
を確保して対応いたします。
※相談は秘密厳守で対応しています。安心してご利用ください。

支援申込方法
相談窓口
　来所・電話・メールによる相談を受け付けています。火・木・金・第
2土曜(10：00~16：00)、事前にご予約いただけるとお時間を確保
して対応できます。相談は無料、秘密は厳守いたします。個別ニー
ズに沿って必要な情報提供とマッチングを行っています。

【主な相談内容】
支援情報／避難元情報／原発ADR／住居／仕事／地域／暮ら
し全般／家計／こども／教育環境／家族問題／心と健康／人間
関係／移住相談／保養／一時滞在／帰還など
※ADR(裁判外紛争解決)…身の回りで起こるさまざまな法的トラ
ブルについて、裁判をおこすのではなく、当事者以外の第三者に
関わってもらいながら解決を図ること。

・暮らしの中の身近な法律相談には司法書士が対応しています
(随時受付)。自宅の売却、ローンや土地の整理、住居や暮らしの
悩み、労働でのトラブル、離婚問題など、書類や契約にまつわる
要件もお気軽にご相談ください。必要に応じて弁護士や外部の
専門機関におつなぎすることもできます。
・臨床心理士による相談も対応しています（随時受付）。

おたよりの発行
　毎月1回「ほっとおたよりNEWS」を発行し、主に岡山県へ避難

支援内容

　東日本大震災・原発事故で岡山県へ避難・移住された方、その
家族。また、さまざまな災害で被災された方。

居住に関連した支援対象者

されている方に無料配布しています。おたよりをご希望の方は、岡
山県にお問い合わせいただくか、「ほっと岡山」までお問い合わせく
ださい。

個別訪問・同行支援
　来所での相談が難しい方には個別訪問での相談をしています。
各種相談窓口へ行きにくい、うまく相談できるかどうか不安という方
は、当相談員が同行することもできます。

情報説明会／交流会開催
　支援情報説明会の開催の他、さまざまな交流会を開催していま
す。福島県内で開催される「ふるさと交流会」へ参加するための交
通費の補助も行っています。申請をご希望の方はお問い合わせく
ださい。（対象：福島県から避難された方）

当事者同士の場づくり
　避難・移住者同士で、安心した場で悩みや経験、情報を共有で
きる交流カフェなどを企画・サポートをしています。

震災の伝承・防災講座
　震災、避難の経験から得た教訓を、今後起こりうる災害のために
いかされる取り組みや、岡山の防災を考える講座、防災アドバイ
ザー派遣などを実施しています。
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　メンターネットは、2004年設立以来、「多文化協働の仕事づく
り、まちづくり」をモットーに、日本在住外国人の人権保護と生活支
援の相談窓口として、居住（VISA、在留、永住、帰化）、暮らし、雇
用、就労、日本語学習など、支援に関するさまざまな事業を行ってい
ます。
　住居に関するトラブルとしては、保証人がいないため入居の契約
ができない、国際結婚の破綻（DV、別居、離婚）で一時的な住居が
確保できない、またそのために心の病を抱え生活自体がままならな
いといったケースのほか、契約内容や社会ルールがきちんと理解で
きず、家主や近所とのトラブルで退去を迫られるケースなど実にさま
ざまです。
　そこでメンターネットは、在留外国人の支援を目的とする施設の
運営を始めました。居住部屋を併設し、生活ガイダンスや法的保護
講習、日本語教室等で使用可能、また、専門家による相談ルームも
設けた複合施設です。
　当法人では、司法書士、税理士、行政書士、経営コンサルタ
ント、IT技術者、翻訳・通訳家、日本語講師など約30名の専門
家が協力し、下記支援事業等を通じてさまざまなトラブルや相談
に応じています。相談者のメンター（良き理解者、良き支援者）と
なるべく個別の案件に対応し、必要な知識や情報の提供なども
行っています。

外国人雇用　国際経営支援
・ビジネス相談（外国人技能実習生特定技能受け入れ、監理
　団体・登録支援機関設立、外部監査、外国人の投資・経営・
　企業内勤務）
・翻訳、通訳、多言語ホームページ作成（英語・中国語・ロシア語・
　ベトナム語・タガログ語・インドネシア語など）

団体の活動概要

　不問。

支援条件

ベトナム・フィリピンの技能実習生への法的保護情報講習メンターネット事務局

　まずは、メールもしくはお電話でご相談ください。

支援申込方法

　岡山県下に在住の外国人、外国人留学生。

居住に関連した支援対象者

無料相談会
13：00～16：00（要予約）
場所／NPO法人 メンターネット事務所
相談員／入管専門行政書士
専用電話／080-3475-3236
フリーコール／0800-919-2794
e-mail／visa@mentor.or.jp

支援内容

NPO法人 メンターネット
岡山エリア

支援申込連絡先

NPO法人 メンターネット
〒702-8035　岡山県岡山市南区福浜町4番6号
［TEL］086-280-5322　［FAX］086-280-4270　［受付時間］9時～17時（連絡可能時間以外は、携帯電話へと転送されます。）
※外国人のVISA・生活相談については、0800-919-2794で行っています　［e-mail］visa@mentor.or.jp　［URL］http://mentor.or.jp

外国籍住民支援
・VISA・生活相談（入国在留、国際結婚・離婚、生活保護、永住・
　帰化、就労、起業、家族の呼び寄せ手続き）
・日本語学習支援

外国籍住民及び行政との協働
・多国籍住民・企業・行政等との協働事業の企画・運営、
　マッチングなど
・Webサイトによる情報提供
・多文化共生社会実現に向けた課題調査、提言活動

　おかやまUFEは、主に精神疾患や障がいがある人、また住ま
いと暮らしに困りごとを抱え孤立しやすい状態にある人（地域居住
定着要支援者）に対し、居住、医療、福祉、就労等の社会的
自立のための支援を行なうととともに、障がいの有無に関わらずす
べての人が安心してその人らしい生活を送ることのできる地域社会
の形成に寄与すべく事業を行っています。
　精神科病院に入院する患者の中には、退院しても地域や家族
の元に帰る場所がなく、地域から孤立し、そのため長期にわたる
社会的入院を余儀なくされているケースが少なくありません。
　当法人は、このような状況を少しでも解消すべく、精神障がい
者の地域移行の先進地であるイタリア・トレントで制定された第
180号法（通称バザーリア法）の取り組みを活動のモデルとし、
2015 年に発足しました。
　要支援者がまずは住まいを確保し、地域との関わり合いの中で
安定した暮らしが営めるよう、さまざまな分野の連携機関や専門家
とネットワークを構築し、支援体制の充実に取り組んでいます。

団体の活動概要

　不問。

支援条件

　電話またはメールにて相談をお受けします。

支援申込方法

　精神障がい者、高齢者、刑余者、被災者、ひとり親世帯、生
活保護受給世帯など、自ら住まいの確保が難しい方。

居住に関連した支援対象者

住まいと暮らしのサポートセンターおかやま
　増加する空き家対策の一環として、住まいや空き家の利活用を
検討する方（物件）と、住まいの確保が難しい方とのマッチングを主
とした相談窓口です。
　具体的には、精神障がい者、高齢者、刑余者、被災者、ひとり親
世帯、生活保護受給世帯など、保証人が立てられない、あるいは入
居を断られたなど、さまざまな事情で住宅の確保が難しい方へ入居
可能な物件を紹介しています。物件探しから入居契約まではもちろ
ん、入居後の自立生活についても、住宅に関する専門家、福祉
サービス事業者、弁護士、金融機関などと連携を図りながら、申込
者の状況に応じた生活支援を継続的に実施しています。
　また、毎月第2木曜日には、不動産、介護・福祉、法律などの専門
家による「住まいと暮らしの無料相談会」を開催しています。
住所／岡山県岡山市北区大供表町14-2　ふたば1階
TEL／086-231-0841　フリーダイヤル／0800-200-7900
FAX／086-231-0842　受付時間／平日10時～15時 
e-mail／sumasapo@utenti.click　URL／https://utenti.click

シェルター事業
　DV被害者をはじめ、刑務所を出所したものの行き場のない刑余
者、障がい者、高齢者、ホームレス状態になるおそれのある人または
その状態に置かれた人などに対し、緊急避難、および一時的な居

支援事業および支援内容

NPO法人 おかやまUFE
ウーフェ

岡山エリア

支援申込連絡先

NPO法人 おかやまUFE（ウーフェ）
〒700-0921　岡山県岡山市北区東古松４丁目4-22　サクラソウ501号室
［TEL］086-231-0841　［フリーダイヤル］0800-200-7900　［FAX］086-231-0842　 LINE▶▶▶

住（住所）となるシェルターを提供しています。複雑化する課題にも
柔軟に対応していくため、制度の枠組みにとらわれない民間シェル
ターの利用を進めています。入居後は、必要に応じて就労サポート
や行政サービスの申請などを行い、生活基盤の安定と自立に向け
継続的支援を行っています。

よるカフェ「うてんて」
　統合失調症やうつ病など、精神障がいのある人の居場所づくり
として、土・日・祝日の夕方～夜にカフェをオープンしています。誰でも
気軽に立ち寄ることができ、精神疾患の経験のある方やその家族
による相談も随時受け付けています。
【うてんて】
住所／岡山市北区東古松2丁目2-9
営業時間／土・日・祝日の18：00～21：00

うてんて食堂・あおば食堂
　高齢者、障がい者、刑余者、被災者、ひとり親世帯、生活保護受
給者など、住まいや暮らしに困りごとを抱える人が、近所の方や社
会福祉士など相談員と気軽におしゃべりしたり相談したりできる食
堂を運営しています。
【うてんて食堂】
住所／岡山市北区東古松2丁目2-9
営業時間／毎月最終土曜日の11:30～14:00 
参加費／おとな300円　こども無料
【あおば食堂】
住所／岡山県津山市紫保井1478-3
営業時間／毎月最終土曜日の11：30～14：00

フードバンク拠点事業
　フードバンク活動に賛同する企業や団体と協力し、食品ロスを引
きとり、暮らしに困難を抱え食の支援を必要とする方へ食材や食品
を提供しています。

フードバンク拠点事業の様子
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　子ども家族生活サポートセンターいとでんわは、DVや離婚な
どで傷ついたひとり親家庭の悩み相談などを通して、ひとり親
家庭の子どもや親が地域において安心して暮らすための生活
支援を行っているNPO団体です。
　離婚などでひとり親となった場合、まず、子育てと生計の維
持という二重の負担を強いられます。自らの手で収入や住居を
確保するのが難しいケースや、心理的外傷に対して適切なケア
が受けられないまま社会的に孤立しているケースなど、大切な
子育て期において困難な問題を抱えたひとり親家庭を対象
に、就労支援、入居支援、傷ついた心のケアといった自立生活
支援を目的に、相談事業、グループワーク、セラピーなど、子ども
と親のエンパワメントを図るさまざまな活動を行っています。　
　両親の離婚や虐待などで感情や行動を抑圧された環境で
育った子どもは、常に緊張状態にさらされ心理的に傷ついてい
る場合もあり、正常な成長が妨げられているケースもあります。
当法人では、子ども自身の意思を尊重し、強制したり指示したり
することをせず「寄り添い型」の関係性を育みながら、子どもの
成長と自立をサポートする活動を行なっています。自分らしく社
会と関わり合える「つながり」の場を設け、仲間づくりや学習支
援を目的とした活動も続けています。
　当法人には、福祉関係者、弁護士、司法書士、臨床心理士、
管理栄養士など専門的な知識をもったスタッフが関係機関と
連携しながら、相談者が必要な時に必要なサポートが得られる
よう、一人ひとりの事情に寄り添った支援をモットーに活動に
取り組んでいます。相談者が心から安心して頼ることのできる、
「実家」のような居場所づくりを目指しながら下記事業を行っ
ています。

・ひとり親家庭等の親に対する支援事業
・ひとり親家庭等の子どもに対する支援事業
・ひとり親家庭等の親子交流支援事業
・面会交流支援事業
・ひとり親家庭等の支援に携わる人材の育成および研修事業
・ひとり親家庭等に関する情報の収集および発信事業
・ひとり親家庭等に関する調査・研究事業

団体の活動概要

・DV被害にあった親とその子ども。
・離婚等でひとり親家庭となった親子。
・ひとり親になろうとしている方（離婚等の問題を抱えている方）など。

居住に関連した支援対象者

相談／10：00～12：00
　現在ひとり親の方、これからひとり親になろうとしている方で生活
や子育てなどの不安を抱えている方を対象に面接を行っています。
まずはメールでご相談ください。
kodomokazokuitodenwa@gmail.com

サロンいとでんわ／13：00～14：30
　毎回テーマを決めて、ひとり親同士が日頃感じている不安や本
音などを語り合う場を設けています。

キッズいとでんわ／13：00～14： 30
　就学前の幼児や小学低学年を対象とした遊び活動を行ってい
ます。紙皿ブーメランや紙ロケットなどのものづくり、風船バレーなど
の室内遊び、公園などで外遊びを楽しみます。

学習支援／15：00～16：30
　小学高学年～を対象に個別の学習支援を行っています。宿題
や勉強をしたり、仲間同士で話をしたりできる、つながりの場です。

イベント／適宜
　子どもと活動したり、野外での体験をさせたいと思っていても、一
人ではなかなか難しいというひとり親家庭の方などを対象に、年間
を通じて、野外活動（バーベキューやキャンプ、芋掘りなど）や季節
の行事、料理教室などを催しています。

面会交流支援／適宜
　離婚後に子どもを引き取らなかった別居親と子どもとの交流（面
会交流）が行われます。事情により、同居親と別居親とが面会交流
の取り決めがうまくできない場合、双方の同意があることを条件に
支援を行います。日程調整を行ったり、交流場所までスタッフが子ど
もを連れて行ったり、場合によっては、スタッフが交流中の付添を
行ったりします。

支援内容

　まずは、メールもしくはお電話でご相談ください。

支援申込方法

　月一回のいとでんわの活動に参加し、賛助会員となれる方。
　（入会金0円、年会費1,000円）

支援条件

NPO法人 子ども家族生活サポートセンター いとでんわ
倉敷エリア

支援申込連絡先

NPO法人 子ども家族生活サポートセンター いとでんわ
〒710-0056  岡山県倉敷市鶴形1-2-15 鶴形ビル206
［TEL］090-1187-5092　［受付時間］9時～17時　［e-mail］kodomokazokuitodenwa@gmail.com

毎月第3日曜日、天満屋倉敷店6階にて下記の活動を行っています。
090-1187-5092
kodomokazokuitodenwa@gmail.com

お申し込み・
問い合わせ
※申し込み・キャンセルは3日前までにお願いします

　㈱いこい住宅は、1985年開業の不動産会社。物件の維持管
理、住宅リフォームを主に業務を行っています。
　家主から入居者とのトラブルや困りごとの相談を受けたことをきっ
かけに、賃貸契約が難しい方の入居支援にも長年取り組んできま
した。失業して家賃が払えない、保証人が立てられず民間のアパー
トに入居できない、孤立して周囲とコミュニケーションがとれないと
いったさまざまなケースの相談に応じ、家主と直接交渉しながら貸す
側と借りる側のマッチングをはかっています。
　令和2年には岡山県から住宅確保要支援者居住支援法人の
指定を受け、引き続き専門スタッフとともに支援活動を行っていま
す。
　DV被害者やホームレス状態にある人など、緊急保護を要する
ケースは、NPO支援団体と連携しシェルターを確保。寝具等必要
な物資の提供も行っています。また、生活支援として、食料品の無
料配布や、就労の相談なども行っています。
　入居後も要配慮者が周囲から孤立することがないよう、家主や
近隣住民の理解を得るとともに、要配慮者同士が互いに支え合え
るような環境をつくり、安心安全の確保に取り組んでいきたいと
思っています。

団体の活動概要

　不問。

支援条件

　電話またはホームページのメールフォームから相談または問い合
わせください。

支援申込方法

住宅確保要配慮者居住支援事業
・賃貸住宅の情報提供
・入居に向けた相談
・見守りなど、入居後の生活支援
・家賃債務保証
・刑余者やホームレス状態にある、もしくはその恐れがある方々へ
の緊急的住居確保ならびに応急支援
・野菜や果物など食料品の無料提供
・行政および支援団体との協働による支援事業

支援内容

株式会社 いこい住宅
岡山エリア

支援申込連絡先

株式会社 いこい住宅
〒700-0861　岡山県岡山市清輝橋3-7-20　小林ビル1階
［TEL］086-233-2202　［FAX］086-233-2204　［受付時間］10時～22時（無休）
［e-mail］ikoi.housing@gmail.com　［URL］https://ikoi.group

　低所得者、被災者、高齢者、障がい者、生活保護受給者、刑余
者、そのほか住居の確保が困難な方。

居住に関連した支援対象者

スーパーなどと連携して要配慮者へ食品の無料提供を実施
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　総社市権利擁護センター“しえん”は、認知症、知的障がい、精神
障がい、虐待や犯罪被害などで自立生活が困難な方や不自由な
方を対象に、権利擁護の視点から市民サービスを提供しているワン
ストップ相談支援機関です。 
　総社市とともに、福祉・司法の各関係機関や専門家と連携をとり
ながら「断らない福祉」をモットーに市民生活支援に取り組んでいま
す。人的対象別・法制度別ではなく、多様化・複雑化している事例
やトラブルに横断的に対応し、支援要素が重なっている多問題重
複ケースにも対応できる総合的な支援を目指しています。

団体の活動概要 に寄り添い、多問題重複の場合には複合支援のための調整も行っ
ています。対応困難ケースについては、専門家の助言等も取り入れ
ながら、解決のためのサポートを行っています。

犯罪被害者支援
　警察や医療機関など関係機関と連携し、犯罪被害者の方への
寄り添い支援を行っています。また、周知・啓発のため、「犯罪被害
者支援講演会」を開催しています。

・虐待（高齢者・障がい者・DV・児童）防止・対応
・成年後見制度の利用支援
・入居等支援
・犯罪被害者支援

事業内容

　総社市在住で、さまざまな事情で自立生活に困難を抱えている
方、お困りの方。

居住に関連した支援対象者

入居等が困難な方への支援
　障がい、精神疾患、生活困窮、高齢などの理由で、自分一人では
家を探しにくい方、保証人が立てられず入居ができないといった方
に対して、住まいの確保のお手伝いをしています。施設を退所した
方なども対象とし、自立生活支援につないでいます。 
　また、高齢者虐待、障がい者虐待、DV被害などハウスレス（狭
義）状態にある人で、入居に関して緊急的な支援が必要な方の相
談にも応じています。権利擁護センターでは入居のサポートを、生活
支援の立て直しについては生活困窮支援センターが対応し、両輪
でサポートに取り組んでいます。

成年後見制度の利用支援
　成年後見制度の利用を検討している方（本人・親族・支援者）に
制度の概要や申立ての方法等の説明を行います。また、申立書作
成の支援や他に適切な成年後見人等が得られない方については
成年後見人等候補者の受任者調整を行います。

虐待の防止・対応
　高齢者、障がい者への虐待、DV被害など、虐待に関する相談に
応じています。当事者が置かれている家庭環境や虐待の根本要因

支援内容

　総社市民。

支援条件

　相談専用ダイヤルにて随時受け付けています（休日・夜間は、専
用携帯電話に転送されます）。

支援申込方法

センター風景

総社市権利擁護センター “しえん”
倉敷エリア

支援申込連絡先

総社市権利擁護センター “しえん”
〒719-1131　岡山県総社市中央1-1-3（総社市総合福祉センター内）
［TEL］0866-92-8374　［FAX］0866-92-8284　［受付時間］月曜～金曜日／8時30分～17時15分
［e-mail］shien@sojasyakyo.or.jp　［URL］http://www.sojasyakyo.or.jp

　ふくしネットそうじゃは、地域の福祉ニーズに、より幅広く対応する
ため2017年に発足した任意福祉団体です。福祉制度の有無に
関わらず、自立生活に困難を抱える高齢者や生活困窮者、ひきこも
りの方等をはじめ、障がいや困りごとを抱えるすべての方をサポート
対象とし、事業を行っています。
　法制度のはざまで支援の手が届かず孤立しているケースや緊急
性の高いトラブルなどにも柔軟に対応できるよう、総社市内に拠点
を置く社会福祉法人19法人（2022年4月現在）が協働し、必要と
される支援につないでいます。法人が有する専門性や施設等の社
会資源を生かしあうことで、地域づくりと個別支援の一体化をすす
め、複雑多様化する福祉課題の解決をはかっています。
　居住支援については、下記事業の中の「安心すまい応援事業」
に支援体制を設け、相談を受け付けています。

団体の活動概要

　障がい者、高齢者、低所得者、生活困窮者、子育て世帯等、な
んらかの事情で一時的に住宅確保が困難な方。

居住に関連した支援対象者

　総社市内の方（原則）。

支援条件

　ふくしネットそうじゃ（事務局：総社市社会福祉協議会）の窓口
に、電話もしくは来所にて相談をお受けします。

支援申込方法

ふくしネットそうじゃ（総社市社会福祉法人社会貢献活動推進協議会）
倉敷エリア

支援申込連絡先

ふくしネットそうじゃ 事務局
〒719-1131　岡山県総社市中央1-1-3（総社市総合福祉センター内）
［TEL］0866-92-8552　［FAX］0866-94-0089　［受付時間］月曜日～金曜日／8時30分～17時15分（祝日及び、盆、正月休みを除く）
［e-mail］chiiki@sojasyakyo.or.jp　［URL］http://www.sojasyakyo.or.jp

くらし応援事業
　家庭や職場で余った食品を募り、生活に配慮の必要な人の自
立生活を支援するフードドライブやフードバンク、日用品の収集等を
実施しています。生活困窮支援センター等が行う子どもの貧困対
策（学習支援・子ども食堂など）、ひきこもり支援活動へ協力してい
ます。

しごと応援事業
　ひきこもりの方等を福祉施設等に受け入れ、ボランティアや就労
等を体験しながら社会的自立へのステップアップにつなげています。

安心すまい応援事業
　DV被害者等の緊急避難先や生活困窮者等に、一時的な生活
の場（宿泊等）を確保し受け入れを行なっています。具体的には民

支援事業および支援内容

間の福祉事業所 社会福祉法人吉備路の会「吉備路学園」の自
立訓練施設等を活用し、派遣契約の解除による社宅からの退去な
どさまざまな事情で住まいが確保できない状態にある方に居室を提
供しています。※原則２週間、１日あたり1,000円、食事サービス
（実費必要）もあります。

子育て応援事業
　子どもの育ちや学びを応援するとともに子育てに悩む親の相談・
研修等を実施しています。

新たな取組み応援事業
　こども食堂等、先駆的取り組み事業についての支援および継続
実施のための助成をしています。

居室内の様子
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NPO法人 ピアサポートセンター ひといろの実
倉敷エリア

支援申込連絡先

NPO法人 ピアサポートセンター ひといろの実
〒710-0846　岡山県倉敷市上富井88
［TEL］086-441-9822　［FAX］086-441-9822　［受付時間］10時～16時 （月・火・木・金）
［URL］http://hitoiro-no-mi.org

　ピアサポートセンターひといろの実は、主に精神性疾患を抱える
方に対して、地域の中でその人らしく暮らせるよう、社会的な自立に
向けた支援事業を行っています。精神性疾患のために通院または
入院している方は、長期にわたり日常生活や社会生活において制
約を受け、人との関係性や社会的なつながりを失い、自宅にひきこ
もったり退院後の地域生活移行に不安を抱えたりしていることが多
いのが現状です。
　当法人では、リカバリーの概念に基づき、同じような問題や体験
を共有する仲間で支え合うピアサポート＊活動を中心に、福祉作業
所の運営、相談支援などを通じ、地域の人々が互いに支え合う体
制づくりを目指しています。
　また、入居支援については、グループホームを運営するほか、保
証人が立てられず入居ができないといった方に対して民間のア
パートなどへの入居のお手伝いもしています。
＊ピアサポート（peer support）＝同じような立場にある仲間が体験を語り合い、回復を
　目指す取り組み。ピアは「仲間」「対等な」という意味。

団体の活動概要

　18歳以上の倉敷市内の方で、精神科通院および入院している
方、退院後の自立支援が必要な方。リカバリーを目指す方。

居住に関連した支援対象者

　自立訓練（生活訓練）については、県内在住で自立支援医療を
受給されている方、もしくは、障害者手帳を所持している方。グルー
プホームについては、主たる対象者は障害支援区分２以下の方。
　生活介護については、50歳未満は障害支援区分３（施設入所
支援を併せて利用する方は区分４）以上の方。50歳以上は障害
支援区分２（施設入所支援を併せて利用する方は区分３）以上の
方。その他、生活介護における共生型地域密着型通所介護につ
いては県内で初めて取り組んでいます。詳しくはお問合せください。

支援条件

　関連する相談機関や病院のケースワーカーからの紹介もしくは事
前に連絡をして、見学や利用に関する調整をお願いしております。

支援申込方法

ピアサポート支援事業
　精神性疾患の体験をもったピアサポーターがスタッフとして関わ
り、同じような体験から生じる感情や視点を共有しながら互いを支え
る支援活動を行っています。
　本人のペースを尊重し、強制したり管理されないゆるやかな関わ
りをモットーに、安心できる居場所づくりに努めています。

『多機能・共生型事業体 くらしきピアぽーと』
　自立訓練（生活訓練）、生活介護、共生型地域密着型通所介
護により、一人ひとりが今までの人生で培った経験や知恵を「心の
中にあるくら（蔵）」から出し、活かしながら、自立した生活、安定した

支援事業および支援内容

生活へ向けた一歩や挑戦、日 を々応援しています。
　特に、ピアスタッフによる、より対等な視点からの集団プログラム
や個別の支援を通じて、本人の主体的な人生を応援しています。
送迎可。※長期入院の方も対象です。

『グループホーム 杜の灯り』
　世話人等の支援を受けながら、地域のアパートなどで共同生活をす
る居住の場を提供しています（有料）。「できることは自分で」をモットー
に、必要に応じて食事や家事など日常生活に係る援助をしています。

サロンを運営し、仲間づくりや居場所を提供（まりも）多機能・共生型事業体「くらしきピアぽーと」

　クムレは昭和30年、脳性マヒの子どもを抱える母親との出
会いがきっかけとなり、障がい児療育と母子生活支援のための
施設「小ざくら保育園」を創設したのを機に福祉法人としてス
タートしました。以来、障がいや困りごとを抱える本人とその家
族をサポート対象とし、倉敷市東部と水島エリアで、子育て支
援、母子支援、発達支援、自立支援、権利擁護を通じた家庭・
地域支援活動を行っています。
　障がい児者やその家族にとって、大きな不安のひとつになっ
ているのが「親亡き後」の自立生活です。幼児から大人へ、さら
に高齢へと移行する中で、制度のはざまで支援が途切れたり、
行き場を失って地域で孤立することがないよう、当法人では福
祉制度の有無に関わらず、受け皿となる施設や事業を順次展開
し、終生にわたって安心して福祉サービスを受けられるよう社
会資源の整備に取り組んでいます。
　「ともに育ち、ともに生きる」をモットーに、障がいのある人も
そうでない人も、同じように住み慣れた地域でなるべく自分の力
で生活できるよう、切れ目のない支援を提供しながら、地域住民
とともに歩む「場づくり」「地域づくり」の活動を続けています。
　困りごとや障がいの程度や段階に応じて、さまざまなサポー
ト機能を法人の中に設けています。また、適切な機関へのつな
ぎの支援も行っています。現在、下記事業を倉敷拠点、水島拠
点の2つの拠点において実施し、地域共生社会の実現を目指し
ています。

団体の活動概要 自立支援事業
　障がいのある方が可能な限り地域の中で生活できるよう、施
設入所支援・生活介護・短期入所・日中一時サービスなどの支
援と、自立に向けたさまざまなサポートを行っています。障がい
者や、一般の働き方が難しい方たちを対象に、その方の特性や
希望に沿った就労支援（一般就労、福祉就労、中間的就労）を
実施しています。
【該当施設】
障がい者支援施設 あしたば／勤労継続支援B型 クラシス／生活介護事業
所 コトノハ／放課後等デイサービス コトノハ／就労継続支援B型やさい畑 
クムレ／倉敷地域生活支援センター／倉敷発達障がい者支援センター／生
活介護「わきあいあい」／居宅介護事業所 なないろ　

地域拠点事業
　地域の若者、中高年、お年寄りが誰でも気軽に立ち寄れる居場
所（プラットフォーム）を提供し、さまざまな世代の人の参加やふれ
あいを通じて、地域の支えあいの輪を広げる活動をしています。
「ひろば にじいろ」（水島）
　子育て中の保護者が集い、悩みを気軽に相談したり交流した
りする場です。
「ひろば 栗の家」（倉敷）
　1階には就労支援事業B型のカフェを併設しており、2階は地
域の方が自由に使えるスペースとして開放しています。また、「ク
ムレ地域公益活動推進センター」を「ひろば 栗の家」内に置き、
倉敷を拠点に福祉事業所と地域をつなぐ活動や、「居住支援セ
ンター クムレ」での入居支援、居住支援を行っています。
　住宅入居を希望する方の要望、経済状況、生活能力等をアセ
スメントし、地域生活が可能であると判断した方に対し、部屋
探し、賃貸契約、引っ越し、諸手続きに関する支援、福祉サービ
ス、生活支援の確認、調整、生活指導等を行っています。

　障がい者、高齢者、低所得者、生活保護受給者、子育て世帯
等、なんらかの事情で住宅確保が困難な方。

居住に関連した支援対象者

子育て支援事業
　乳児保育、幼児保育、夜間保育、小規模保育を運営し、子ど
もたち一人ひとりの個性を大切に、成長発達に合わせた保育を
行っています。また、よりよい子育ての援助として、子育て情報
の提供や教室の開催、母親の育児の不安や悩みなどの相談に
も対応しています。DV被害で傷ついた母子への住居提供や生
活支援も行っています。
【該当施設】
幼保連携型認定こども園 小ざくら保育園／小ざくら乳児保育園／小ざくら
夜間保育園／小ざくら小規模保育所／小ざくら地域子育て支援センター／
児童家庭支援センター クムレ／　母子生活支援施設 倉敷市鶴心寮

発達支援事業
　発達の遅れやつまずきを理解し、家族の気持ちや困り感に寄
り添いながら、個々にあった専門的な療育を通じて子育て支援を
行っています。発達に遅れをともなう子どもの生活していく力や、
人とコミュニケーションをとる力を伸ばし自信を育んでいきます。
【該当施設】
きらり倉敷／きらり児島／きらり玉島／きらり中庄／きらり水島／児童発達
支援センター クムレ／児童発達支援センター 倉敷学園／障がい児童相談
支援事業所 てとて

支援事業および支援内容

　まずは電話にて相談をお受けします。その後センターへ来所いた
だくか、職員が訪問いたします。

支援申込方法

　倉敷市東部地区（倉敷東、万寿、万寿東、菅生、帯江、豊洲、中庄、
茶屋町、天城、庄の各小学校区）および水島地区にお住まいの方。

支援条件

居住支援センター クムレ（社会福祉法人 クムレ）
倉敷エリア

支援申込連絡先

居住支援センター クムレ（社会福祉法人 クムレ）
〒701-0113　岡山県倉敷市栗坂11-1（ひろば栗の家 内）
［TEL］086-441-5603　［FAX］086-441-5602　［受付時間］月曜日～金曜日／8時30分～17時15分（祝日及び、盆、正月休みを除く）
［e-mail］kurinoouchi@cumre.or.jp　［URL］https://www.cumre.or.jp
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　ぶどうの家は、障がい者、認知症の高齢者などさまざまな困りごと
を抱え在宅で生活している方々の「普通の暮らし」を一緒につくって
いきたいという思いで、ソーシャルワーカーらで立ち上げた生活支援
団体です。
　1996年に船穂町の民家を借り上げ、宅幼老所としてスタート。
2000年から介護保険事業所の指定を受け、訪問（ホームヘル
プ）、通い（デイサービス）、泊まり（ショートステイ）など必要なサービ
スを組み合わせ地域のニーズに応える活動を行ってきました。さらに
その延長として、「小規模多機能型居宅介護」、介護および住まい
の確保が必要な高齢者のための「サービス付き高齢者向け住宅」
など居住に関する事業も行っています。
　2018年の西日本豪雨では真備町箭田の事業所が水没し、周
辺地域に甚大な被害が及びました。避難所の不足など今回の災
害で得たさまざまな教訓をもとに、垂直避難ができる共同避難住宅
の建設を目的とした「サツキPROJECT」を立ち上げ、地域住民や
専門家らとともに防災に強い地域づくりを進めています。いざという
ときに助け合える関係性の大切さを学び、建物内には近隣住民が
集える場を設けるなど、顔の見えるコミュニティづくりにも取り組んで
います。

団体の活動概要

　障がい者、認知症の高齢者など。

居住に関連した支援対象者

　倉敷市真備町、船穂町、倉敷市玉島地区を中心とした近隣の
方（原則）。

支援条件

　社会福祉事務所、民生委員を通じてご連絡いただくか、直接電
話でも相談をお受けします。

支援申込方法

ぶどうの家（三喜株式会社）
倉敷エリア

支援申込連絡先

ぶどうの家 真備
〒710-1301　岡山県倉敷市真備町箭田1179-6
［TEL］086-698-1233　［FAX］086-698-1213
［受付時間］8時～19時 （無休）
［URL］https://budonoie.amebaownd.com

ぶどうの家 船穂
〒710-0261　岡山県倉敷市船穂町船穂1711-6
［TEL］086-552-2171　［FAX］086-552-2181
［受付時間］9時～17時 （無休）

小規模多機能ホーム 「ぶどうの家」
　「通い、訪問、泊まり」の3つのサービスを活用し、在宅での介護
を支援しています。
・ぶどうの家 船穂（登録定員24名）
・ぶどうの家 真備（登録定員29名）

グループホーム 「ぶどうの家」
（定員5名　※要介護1～5までの方）

支援事業および支援内容

訪問介護 「ぶどうの家 へるぷ花帽子」
サービス付高齢者住宅 「ぶどうの家 花帽子」
（定員26名）

定期巡回･臨時対応型訪問介護看護サービス
「ぶどうの家 ぶどうの花」
訪問看護ステーション 「ぶどうの家 天使のおくりもの」
真備福祉介護相談所 「ぶどうのつる」
避難機能付き共同住宅「サツキアパート」（7世帯入居）
地域とのつながり事業
・福祉有償運送
障がいなどで公共交通機関の利用が困難な方へ、有償ボラン
ティアによる外出サポートを行っています。
・生活支援事業「助け隊ありがたい」（有償ボランティア活動）
・お買い物ツアー（真備）
・「老い支度」「スマホサロン」「体操」など少人数のサロン活動

サツキアパートのサロンお買い物ツアーの様子

　障がい者や中程度の介護が必要な高齢者などを対象に、通
所介護、訪問介護サービスが利用できる共同住宅を運営し、
入居支援を柱とした福祉事業を展開しています。
　現在、共同住宅では40代から90代までの幅広い世代が入
居しており、入居者同士が助け合いながら生活を営んでいま
す。生活の場を提供する一方で、24時間の見守り（宿直）体制
の下、入居者の身体状態や能力に応じた生活援助（買い物、
入浴、排泄、食事の提供など）を行っています。
　事業のきっかけとなったのが、障がいのある子ども達（5歳～
18歳）を預かる日中一時支援「セカンドハウス　輪家（わか）」
の活動です。障がいのある子ども達がその後も終生にわたって
福祉サービスが受けられるよう、自立支援の受け皿の一つとし
て、現在の共同住宅を立ち上げました。
　施設の中に閉じこもるような生活ではなく、第二のわが家の
ような雰囲気で過ごせるよう、日帰り旅行やドライブなどを取り
入れ、家族的なつながりを重視した支援をモットーに活動を
行っています。

団体の活動概要 【関連共同住宅】
・共同生活空間「雅（みやび）の家」
　個室23
・共同生活空間「小雅（こみやび）の家」
　個室13／夫婦室（二人部屋）2
・「緑ヶ丘マンション」
　定員10人

　原則として介護保険受給者証、障がい福祉サービス受給者証を
お持ちの方。また、保証人がいないため住居を確保できない、支援
を必要としているのに受け入れ先がない、制度のはざまで困窮して
いる人なども相談に応じています。

居住に関連した支援対象者

・通所・訪問介護サービス事業
・介護ヘルパー事業
・日中一時支援「セカンドハウス 輪家」
　5歳～18歳までの障がい児を対象に、預かり、見守りなどの
　日中介護を行っています。
・入居支援事業
　訪問介護サービス、介護ヘルパーを利用できる共同住宅を
　運営し、入浴、排泄、食事などの介護や健康管理、そのほか
　の日常生活のサポートを行っています。

支援事業および支援内容
　電話にて相談をお受けします。

支援申込方法

　不問（全国から入所可）。

支援条件

共同生活空間 雅の家
倉敷エリア

支援申込連絡先

共同生活空間 雅の家
〒712-8012　岡山県倉敷市連島3丁目2-1 2-2
［TEL］086-447-5350　［FAX］086-447-5350

みやび

共同生活空間「小雅の家」 食事室を兼ねた多目的ルーム
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　株式会社ノックスは、「地域の扉をノックして（困りごとなどの）御
用聞きをしよう」と自営業者、税理士、宅地建物取引士などさまざま
な分野の有志6名が立ち上がり、資本金30万円で設立しました。新
見のまちを元気にしたいという思いで、各有志がそれぞれの専門分
野（賃貸保証・イベント企画・物品販売・コンサルティング等）を生か
し、地域貢献や課題解決のための活動を行っています（2019年12
月株主は14名、資本金70万円）。
　その中の一つ、地域の中で困難を抱える方へのサポートとして、
有限会社ケイ・ビー（不動産仲介業）が、高齢者や障がい者、刑余
者など、保証人が立てられず住宅の確保が難しい方への入居支
援、生活支援を行なっています。必要に応じて株式会社ノックスに
賃貸保証支援を要請しています。両社が協力して行政や関係機関
とネットワークを形成し、ケースに応じて入居時の保証人になる、住
居となる居場所を提供するなどの活動を行っています。

団体の活動概要

・支援対象者であり賃貸住宅に入居を希望する人。
・支援地域：新見市を中心に岡山県内。

支援条件

　高齢者、障がい者、刑余者、被虐待者など、入居できる賃貸住
宅等の確保が困難な方。

居住に関連した支援対象者
　電話にてご相談をお受けします。

支援申込方法

　支援対象者一人ひとりに寄り添い、その方が抱える課題をケー
スバイケースで包括的に支援していきます。不動産仲介業者、行
政機関、医療機関、介護・支援事業者など地域の社会的な資源に
つなげるお手伝いをします。
　必要に応じて賃貸保証や退去の明け渡しの諸手続きも行い、
高齢者の入居の場合、安否確認や見守りなども行っていきます。

支援内容

株式会社 ノックス／有限会社 ケイ・ビー
新見エリア

支援申込連絡先

有限会社 ケイ・ビー
〒718-0017　岡山県新見市西方1092-2
［TEL］0867-72-1051　［FAX］0867-72-5390　［受付時間］9時～18時
［e-mail］info@k-b.jp

　認定NPO法人ハーモニーネット未来は、子どもから高齢者、障が
い者すべての人たちの“安心”をキーワードに、互いに助け合いなが
ら、自分らしく生活できる地域社会の実現を目的に活動しています。
また、多様な人たちが集う中で、特にひとり親家庭の置かれている
生活状況の厳しさや支援の必要性を感じ、行政や支援団体と協働
し、ひとり親・生活困窮者を対象にした支援にも取り組んでいます。
　シェアライフ「ハーモニーはうす」は、市民から寄贈された住宅を
改修し、ひとり親家庭(DV被害者等)、また独居高齢者等が安心し
て生活できる住居として、また終の住まいでなく希望の家が見つか
るまでの仮の住まいとして活用しています。
　今後も、地域の中に気持ちのいいコミュニティ(ふれあい社会)を
構築し、下記の事業を継続していきたいと思っています。 

◉体験活動の企画・推進および支援事業（体験活動事業）
　・文化　・自然　・生活体験活動の提供
◉豊かな生活環境の企画・推進および支援事業（生活環境事業）
　・子どもから高齢者まで多世代の居場所の提供
　・互助システム「ふれあい・たすけ愛サービス事業」
　・障がい児（者）日中一時支援事業など
◉情報発信およびネットワークの構築事業
◉大井児童館指定管理事業
◉協働による「おひさま発電所」設置および「おひさま基金」創出
　事業
◉いのち まるごとプロジェクト事業
　共生型子ども食堂「日ようびの昼ごはん」、しんぐるまざぁず
　カフェ、オンライン学習支援「みらい」、DV被害者支援、フード＆
　ライフドライブ活動「てとて」、シェアライフ「ハーモニーはうす」
◉小規模多機能型居宅介護事業所
　「ささえ愛の家 ハーモニー西大戸」

団体の活動概要

　相談窓口の設置や不動産会社への同行など「入居までの支援」
と、生活の安定と向上をめざした個 に々応じた「入居後の支援」を行う。

支援内容

・ひとり親家庭（母子）
・DV被害者
・高齢者（女性）

居住に関連した支援対象者

　岡山県笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町

対象実施場所

・入居は女性のみ。
・支援が継続する場合、あんしん会員に登録。

支援条件

　電話、FAX、メール、訪問、関係機関からの紹介など、連絡しやす
い方法でお申込みください。

支援申込方法

認定NPO法人 ハーモニーネット未来
井笠エリア

支援申込連絡先

認定NPO法人 ハーモニーネット未来
〒714-0081　岡山県笠岡市笠岡5909
［TEL］0865-61-4002　［FAX］0865-63-4950
［e-mail］kodomo1@kcv.ne.jp　［URL］http://hamomira.or.jp/

シェアライフ「ハーモニーはうす」認定NPO法人 ハーモニーネット未来事務所
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　NPO法人笠岡を元気にする会は、「笠岡をよくしよう」という理念
のもと、2000年に福祉行政経験者らで立ち上げた地域福祉のた
めの支援団体です。困っている人、弱い立場にある人に手を差し伸
べ、みんなが元気に暮らせる地域づくりを目指し、まちづくりやイン
フォーマルサービスを中心に活動しています。
　当法人では専門的な垣根を設けず、認知症の高齢者、知的・精
神・身体障がい者、DV被害者、刑余者、アルコール依存や失業に
よる生活困窮者など、なんらかの事情で自立生活に困難を抱えるす
べての方をサポート対象とし、市民の駆け込み寺として「ノーと言わ
ないNPO」を目指しています。
　とりわけ、行政がカバーしきれない緊急的なトラブル、僻地（諸島）
における困りごと、問題が複雑で多重化しているケース、コミュニ
ケーションが困難な視覚・聴覚障がいの方々の人権擁護など、法
のはざまで解決が難しいケースや誰にも相談できず行き場を失った
方への支援を最優先に考え、生活支援相談に取り組んでいます。
　福祉・司法の各関係機関や専門家、認知症専門病院、関連
NPOなどと密に連携をはかり、極めて複雑、困難な事例にも対応で
きる「最後の砦」として多機能な支援体制のもと、活動を続けてい
ます。

団体の活動概要

・まちおこし、島おこしに関する活動、支援、研修、人材育成
・生活相談・困り事の相談活動
・行政・福祉相談活動
・各種地域おこし活動、支援活動
・笠岡の活性化のための各団体との協議
・笠岡を元気にするためのあらゆる活動及び支援
・犯罪被害者支援

事業内容

　笠岡市内の方。

支援条件

　笠岡市内の方。さまざまな事情で生活にトラブルや困難を抱えて
いる方、お困りの方。自立支援が必要な方。

居住に関連した支援対象者

　社会福祉事務所または民生委員を通じてご連絡ください。

支援申込方法

NPO法人 笠岡を元気にする会

支援申込連絡先

NPO法人 笠岡を元気にする会（元気会）
〒714-0085　岡山県笠岡市四番町3番地20
［TEL］0865-63-0911　［FAX］0865-63-0901　［受付時間］9時～　※相談は24時間受付
［e-mail］info@kasaoka-genkikai.com　［URL］kasaoka-genkikai.com

井笠エリア

・認知症、一人暮らし高齢者、精神障がいの方などの夜間徘徊や、
　DV被害、虐待、車中生活者、アルコール依存等、さまざまなトラ
　ブルによる緊急保護（警察保護・シェルター保護）
・生活困窮者への短期貸付
・刑余者の社会復帰のための支援
・自立生活が困難な方への入居のお手伝いや就職の世話

支援内容（一例）

・視覚障害、聴覚障害など、コミュニケーションに困難を抱え自由
　な外出がままならない方たちの買い物ツアーや食事会などの
　企画（自主デイサービス）
・就労支援B型作業所「さとみ」の運営
・生活介護「三洋」の運営
・児童発達支援「すみよしキッズ」の運営
・緊急保護「三洋」の運営
　社会が生んだ漂流老人といわれる方や“行き場のない方”のため
　の法定外支援として運営しています。
・「集え～る・ひまわり」
　外出困難な方、一人暮らしで退屈な方など、介護認定に関係
　なく誰でも参加できる生きがい・見守り活動です（有料）。

　㈱ラスティックは、亡くなった方の遺品を整理し、部屋を清掃・原
状復帰する「遺品整理」「特殊清掃」の業務を専門に行なってい
ます。
　孤独死、孤立死の現場に立ち会う中で、単身高齢者を取り巻く
さまざまな問題に直面。劣悪な居住環境に置かれながら周囲からは
気づかれず、手が差し伸べられていないケースも多く、それらをできる
だけ早期に解決し、孤独死に至る前に適切な支援につなげられた
らという思いで居住支援活動をスタートしました。
　実際のケースとしては、家の中がゴミ屋敷と化して入居者自身が
片付けられない、それによって体調が悪化しひきこもりになるケース
（認知症・セルフネグレクト・うつ病などの精神疾患を伴う場合も）、
持ち家が老朽化で危険な状態にあるにもかかわらず経済的な理由
で有料老人ホームなど施設に入居できないケース、ペットの多頭飼
育で家屋が極端に不衛生になるケースなどさまざまです。
　当社では、家族や地域住民、家主などからの依頼や相談を通じ
て、生前整理および信頼できる不動産業者と連携をはかり必要
に応じて住み替えサポートを行なっています。また、さまざまな事情
で職を失い、アパートが借りられなくなったケースなどの相談にも
応じています。
　孤独死に至る前に、危険な前兆を早めに察知し、関係機関と連
携しながら単身高齢者の居住環境の改善や困りごとの早期解決
に努めています。

団体の活動概要

　不問。どのような悩みでも相談を受け付けています。

支援条件

住み替えサポート
　ひとり暮らしの高齢者に対し、自身で維持管理できなくなった現
住居の生前整理を行い、信頼できる不動産業者と連携し、バリア
フリー物件への住み替えを斡旋しています。住み替え後の声かけ、
見守りサポートなども必要に応じて行なっています。
　また引っ越し後、空き家になった物件については、売買のつなぎ
も行なっています。

物品バンク（不用品のリユース）
　生前整理や遺品整理などで処分された電化製品、家財道具な
どを回収・ストックし、有効活用の一環として住み替えや別の物件に
入居された方に必要な物品を提供しています。

支援事業および支援内容

　電話またはEメールから相談または問い合わせください。

支援申込方法

　居住環境に困りごとを抱えるひとり暮らしの高齢者、住宅確保要
配慮者。

居住に関連した支援対象者

株式会社 ラスティック
東備エリア

支援申込連絡先

株式会社 ラスティック
〒709-0421　岡山県和気郡和気町日室523-19
［TEL］0120-293-556　［e-mail］nobuhara@rusticjapan.co.jp　［URL］https://rusticjapan.jp

生前整理、遺品整理の様子
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　じゃがいもの木は、新しい形の地域福祉を目指し、まちづくりやイ
ンフォーマルサービスを中心に活動している福祉NPO法人です。
特に知的障がい、精神障がいの方が地域の中で安心して生活で
きるよう、グループホームをはじめ、必要としているサービスを組み立
てながら社会生活の自立に向けた支援を行っています。 
　障害福祉サービス事業所として運営する法定グループホームの
ほかに法定外のグループホームも運営しています。知的障がいや
精神障がい者だけでなく、ひきこもり、不登校、精神疾患、DV被害
など、なんらかの事情で自立生活に困難をきたしている方たちもサ
ポート対象とし、さまざまな分野の専門家、市民グループ、地域住
民、地元企業や行政等と協働しながらニーズにあったインフォーマ
ルサービスを提供しています。長期入院の方が地域に戻る際の受
け皿として医療機関とも連携をはかりサポートを行っています。

団体の活動概要
グループホーム「じゃがいも畑」
　主に知的障がい、精神障がいの方を対象に、地域の中で仲間と
一緒に生活する場としてグループホームを運営しています。食事の
提供や介護、健康管理・金銭管理のサポート、職場の連絡・調整、
財産管理など、日常生活に必要な支援を合わせて行っています。
一戸建ての民家、アパートなどに入居いただけます。また、一人暮ら
しを希望される方には、ワンルームのお部屋も確保しています。

体験型グルームホーム「ILEホーム」
　手帳の有無に関わらず障がいのある方、さまざまな事情で自立生
活が困難な方、福祉的支援を必要とする方で居住を必要とする方
が利用できるインフォーマルなグループホームです（会費制）。地域
の中で自立生活を模擬的に体験することで、その思いを現実につ
なぐ支援を行っています。買い物・食事・洗濯・掃除などの日常生活
技術の支援をはじめ、入浴や健康管理、出勤などの生活リズムの
確立、余暇活動の支援などをしています。ひきこもり、不登校、DV
被害者など、年齢を問わずさまざまなニーズで利用できます。 

　一人暮らしの方に食事支援、金銭管理、通院、服薬支援等、グ
ループホームでの生活と同じような支援を提供し、障がいのある方
への退院促進への協力を行っています。

支援内容

・知的障がい者、精神障がい者の方。
・家庭の事情や疾患などで自立生活が困難で、福祉サービスおよ
　び居住支援を必要としている方。

居住に関連した支援対象者

・指定障害福祉サービス事業「就労支援センター　きんかえも」
　（就労継続支援B型）
・指定障害福祉サービス事業（共同生活援助）
・自立生活支援事業
・日中活動支援事業
・ILEホーム事業

支援事業

　年齢、性別、障がいの区分を問いません。

支援条件

　電話にて相談を受け付けています。

支援申込方法

じゃがぽっけ ダンシャク荘

NPO法人 じゃがいもの木
美作エリア

支援申込連絡先

NPO法人 じゃがいもの木
〒708-0006　岡山県津山市小田中676-１
［TEL］0868-24-2745　［URL］https://jyagaimonoki.com

　山村エンタープライズは、岡山県美作市の山村に集まる若者た
ちが、地域おこし協力隊の制度を活用し2012年に発足、その後
2015年にNPO団体として設立しました。「山村シェアハウス」をは
じめ、地域資源と人を結びつけるさまざまな活動を展開する中、数
名のひきこもりの若者たちが山村体験を通じ社会復帰していった
事例をもとに、2016年に若者の自立支援「人おこし」プロジェクト
を発足。生きづらさを抱えるひきこもりの若者や不登校の高校生を
対象に、自然豊かな田舎での合宿共同生活、人的交流、地域ボラ
ンティアなどさまざまな体験の場をもうけ、一人ひとりのレジリエンス
（精神的回復力）を引き出す活動を行っています。 
　「人は必ず成長するもの」を主眼に置いて、カウンセラーや心療
内科医とも連携しながら、社会的自立に向けたサポートを目指して
います。　

団体の活動概要
合宿型自立支援サービス「人おこし」
　個室、共同のキッチン、リビングを備えた人おこしシェアハウスに
入居し、仲間たちと共同生活を営みながら、さまざまな活動にチャレ
ンジする支援プログラムです。自給田畑での農作業、大工仕事（自
分の居住スペースの改造や修繕を含む）やものづくり、イベントの
企画、地域の困りごとの手伝い、プチアルバイトなど体験を通じて、
自信回復と社会的自立へのステップアップにつなげています。「人
おこし」に参加しながら、連携している高校の通信課程を受講した
り、近隣の登録企業で職業体験やアルバイトをすることもできます。

家族相談会
　30年以上にわたって不登校・ひきこもり・発達障害と向き合って
きたカウンセラーによるお話し会と個別相談会を実施しています。

支援内容

・合宿型自立支援サービス「人おこし」
・ご本人向け体験イベント「お試しキャンプ」（毎月開催）
・ご家族向け相談会「家族相談会」（毎月開催）

支援事業
　高校生～30代の元気になりたい若者（但し、未成年者は親の同
意が必要です）。
※入居には月々 の家賃、活動費が必要です。

支援条件

　電話またはメールにて、相談・申込みを受け付けています。

支援申込方法
　人と交わるのが苦手で学校や社会にうまくなじめない、生きづらさ
を抱え社会への一歩が踏み出せないといった、ひきこもりの若者や
不登校の高校生。

居住に関連した支援対象者

人おこしシェアハウス（個室）

NPO法人 山村エンタープライズ
さん　  そん

美作エリア

支援申込連絡先

NPO法人 山村エンタープライズ
〒707-0012　岡山県美作市田殿2921
［TEL］0868-73-0020　［受付時間］平日9時～18時
［e-mail］sanson.asia@gmail.com　［URL］https://hito.sanson.asia
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　未来へは、親の病気や死亡、育児放棄や虐待などで家族と暮ら
せない子どもや児童養護施設などを退所した子ども、引きこもりなど
で居場所がない若者など、さまざまな理由で自立に困難を抱える15
歳～39歳の青少年の社会的自立を支援しています。児童養護施
設で暮らす地元の子どもたちの支援をしたい、という思いから有志9
名で立ち上げたボランティア団体「津山飛昇会」を前身に、2014
年にNPO法人の認可を取得し発足しました。
　保護者から経済面、精神面、教育面の庇護を受けられない子ど
もたちは、自立するために必要な基礎能力を身につけることができ
ず、十分なケアを受けられないまま、一定の年齢で自活を強いられま
す。貧困状態にある場合や、帰るべき家庭や相談できる大人がい
ない場合も多く、自立に失敗するケースもみられます。
　当法人では、そのような子どもたちに、安心できる居場所を提供
するとともに、仕事や人間関係のつまずきなど、一人ひとり異なる困
り感や不安感を取り除きながら、主体性や集団や社会の中で生き
ていく力を身につける活動を行っています。

団体の活動概要 対応策を考え、就労などの必要な支援につなげています。
　また、月に一度（最後の月曜日）、誰でも気軽に参加できる夕食会
（無料）を行っています。

児童養護施設等で暮らす児童との交流
　社会とのつながりが希薄な子どもたちと、さまざまなイベントや交
流会を通じて、関係づくりを行っています。

児童養護施設退所者への自立支援（アフターケア事業）
　退所前児童への各種セミナーの開催や、進学助成金の贈呈、交
流会などを行っています。

放課後等デイサービス みらい
　団体生活にうまく適応できない子どもや日常生活における活動
に問題を抱える子どもたちを預かり、療育を目的に子どもと家族の
支援を行っています（1日10名程度）。
※通所受給者証をお持ちの小学生～高校生までの児童

児童自立援助ホーム 太陽
　児童養護施設などを退所して社会で働かざるを得なくなった子ど
もや、何らかの事情で家庭にいられない子どもたちの生活の場で
す。15歳から20歳までの男子を対象に、職員と生活を共にし、共同
生活を通じて自立への準備をしています（定員6名）。

美作圏域児童家庭支援センター 未来へ
　児童養護施設等退所者、人とのコミュニケーションがとれない、
働く場がない、家族との関係が不安定、など生きづらさや自立に困
難を抱える15歳～39歳までの無業状態の若者とその保護者を対
象に個別面談を行っています。問題点を見つけ、「専門家集団」が

支援事業および支援内容

　15歳～39歳までの人で、生きづらさを抱え、社会的自立が困難な方。

支援条件

　原則として15歳から20歳までの男子。
※入居には月々の寮費が必要です。

居住に関連した支援対象者

　太陽の利用のみ、児童相談所を通じて申し込んでください（一時
保護の対象にならないケースは応相談）。

支援申込方法

「児童自立援助ホーム 太陽」

※交流会については全てコロナ対策のため、休止しております。

ディナー交流会　※コロナ対策のため、休止しております

NPO法人 未来へ
美作エリア

支援申込連絡先

NPO法人 未来へ
〒708-0834　岡山県津山市中之町61
［TEL］0868-32-8025　［FAX］0868-32-8026　［受付時間］平日9時～17時
［e-mail］info@npomirai.org　［URL］http://npomirai.org

　希福祉会は、障がい児が成長していく上で直面する切実な問題
（療育、就学、就労等）に、代表自身が悩み、ともに歩んだ療育経験
をもとに立ち上げた福祉支援団体です。障がい児者、高齢者、障が
いはなくとも自立生活に困難を抱える不特定多数の地域生活者に
対し、自分で自己決定しながら自立していけるよう、住まいや働く場
を提供し、生活援助や療育ボランティアなどさまざまなサービスを柔
軟に組み合わせ、一人ひとりの能力やニーズに合わせた支援を
行っています。
　1983年、経営する喫茶店に養護学校卒業生を正式に雇用し、
その後、障がいをもつ人たちをより多く受け入れるための就労作業
所として「であい工房 母恵夢」を開設。レストランでの研修、手作り
パンや織物の製造販売など、人とのつながりを感じながら成長でき
る場づくりを目指し活動しています。障がい者の「働きたい」「暮らし
たい」「楽しみたい」という願いの実現に向けて、多様な福祉サービ
スの充実に努めています。

団体の活動概要

　障がいなどで自立に困難を抱える地域生活者。

居住に関連した支援対象者

　原則として、障害福祉サービス受給者の方。

支援条件

　関連する行政機関を通じて申し込んでください。一時保護の場
合は、ご本人のアセスメントを行い必要な支援につないでいます。

支援申込方法

サポートホームの一つ「ハイコーポM」

「サポートホーム 母恵夢」
　自立に向け、一人暮らしに挑戦できる生活の場を提供しています。
・マンションまさや
・ハイコーポM

就労継続支援B型事業所
自立支援センター「であい工房 母恵夢」
　通所による就労や生活活動の機会を提供するとともに、一般就
労に必要な知識やスキルが身についた方には、民間の就労への
移行に向けた支援もしています。
※障害福祉サービス受給者の身体、知的、精神障がい者の方

支援事業および支援内容

生活介護事業所「ライフサポート 希」
　身体、知的、精神障がい者の方の通所施設です。レクリエーション、
創作活動、健康管理などのサービスを提供しています（定員10名）。

共同生活援助
　身体、知的、精神障がい、難病等の対象者のための居住の場で
す（有料）。必要に応じて食事や家事などの生活援助をしています。
・グループホーム　母恵夢I（定員7名）
・グループホーム　母恵夢II（定員7名）

余暇活動支援事業
水泳療育プールボランティアH・S・S
　自閉症の子どもたちの療育を目的にスタートしたプールボランティ
ア活動です。障がい児者も高齢者も誰もが気軽にプール遊びを楽
しめるよう「ハンディ・スイム・サポート」として、水遊びや水泳をサ
ポートする活動を行っています。

レストランCoffee＆Rest 母恵夢
　であい工房の仲間の接客研修の場です。お客さまとふれあいな
がら、社会性を身につけていきます。

「であい工房 母恵夢」では、朝4時からパンづくりに従事

NPO法人 希福祉会
のぞみ

美作エリア

支援申込連絡先

NPO法人 希福祉会
〒708-0014　岡山県津山市院庄910
［TEL］0868-28-3251　［FAX］0868-28-3251　［受付時間］平日9時～17時
［e-mail］deai-poem22@sunny.ocn.ne.jp　［URL］http://www43.tok2.com/home/poem22/index.html
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　オリーブの家は、貧困、虐待、DV被害（精神的パワハラ、モラハラ
を含む）などに苦しみ、さまざまな事情で居場所を失った女性と親子
に対し、一時保護ならびに自立に向けた支援活動を行っています。
　長年心理カウンセラーとしてさまざまな悩みに立ち会う中で、とり
わけ虐待、DV環境に置かれた女性やその子どもの現状は深刻で、
行政の枠を超えて支援する必要性を感じ2017年に支援団体を立
ち上げました。
　当法人は全国にネットワークをもち、岡山県内だけでなく県外に
も保護シェルターを確保。相談者一人ひとりについて状況の見立
てを行い、必要に応じて食料や生活用品の支援も行っています。
経済的、精神的な回復は短期間では解決できないこともあることか
ら、シェルターの長期滞在を受け入れ、本人の生活基盤が整い社
会的自立ができるまでを丁寧にサポートしています。
　また個別カウンセリングを通して、マインドコントロールを解き、再
び被害に遭わないよう認知特性を学ぶ機会も設けています。

団体の活動概要 行っています。食料や物品の支援をはじめ、半年～1年の長期滞
在にも対応しています。
　宿泊料：一泊1000円。水道・光熱費：350円（宿泊費には設
備・備品使用料、プロによる心のケアも含まれます）
※状況によって免除の制度あり。

相談・カウンセリング事業
　心理カウンセラーや専門スタッフによる電話相談を随時受け付
けています。貧困やDV被害、ストーカー被害だけでなく、離婚相談
や対人関係の悩みなど、さまざまな困りごとや心配ごとに対応してい
ます。男性、お子さん、身近で困っている人がいる、という方からの相
談にも応じています。※DV等被害者の相談料は初回30分無料

コミュニケーションセミナー事業
　貧困やDVを防止するための啓発活動として、津山市や岡山県
内でコミュニケーションセミナーを開催しています。また、相談員の方
へのスキルアップ勉強会も実施しています。

職業能力開発事業
　貧困やDV被害者の経済的自立を図るための活動として、職業
能力開発のためのスキルを提供しています。

一時保護・シェルター事業
　貧困、DV被害、ストーカー被害等で苦しむ母子や女性のための
シェルターを用意しています。
　自身の家に居る事が難しい方、自身の家を追われた方などを一
時的に保護し、それぞれの事情を考慮しながら自立のための支援を

支援事業および支援内容

　ひとり親家庭（母子）およびDV被害者。

居住に関連した支援対象者

　不問（全国から入居可）。

支援条件

　電話、メール、ホームページのメッセージフォームから毎日相談を
お受けしています。第三者からの通報（虐待やDV）も受け付けてい
ます。

支援申込方法

シェルターの居室（一例） カウンセリングの様子

認定NPO法人 オリーブの家
美作エリア

支援申込連絡先

認定NPO法人 オリーブの家 事務局
〒708-0871　岡山県津山市中島232-11
［TEL］0868-28-4772／090-2002-1999（専用携帯）
［e-mail］olivehouse1225@gmail.com　［URL］https://olivehouse1225.wordpress.com/

　あんしん居住支援センターは、不動産仲介業の（株）ありきと不
動産管理業の（有）アトムを母体とし、2011年に設立。低所得者
や高齢者、障がい者、外国人、罹災者など、連帯保証人を立てられ
ず賃貸契約に困難を抱える方への入居支援を行っています。
　不動産業を営む中で、住宅確保が難しい生活困窮者の実情を
知るとともに、契約したものの家賃が入らない、本人やその家族と
連絡がとれない、さらには孤独死といった、貸す側にとって大きなリ
スクとなるトラブルにも遭遇し、これらの問題をなんとか解決できない
かと事業をスタートしました。
　当団体では、保証会社とタイアップし、要支援者の家賃保証を
実施。また、あんしん見守りサービスや原状回復費用の補償、明渡
し請求訴訟費用補償など、家主費用を補償する保険を付加しなが
ら、リスク解決に取り組んでいます。
　家主が安心して物件を提供できるよう、理解を得ながら要支援者
のための賃貸物件の確保に努めるとともに、市民後見人や支援相
談員とも連携し、入居を希望する人と空き家のマッチングを図って
います。

※令和3年8月に住宅確保要配慮者居住支援法人として岡山県
より指定されました。

団体の活動概要 ・家賃保証会社に審査合格し、加入すること。
・緊急時の連絡先があること。
・NPOあんしん居住支援センターを信託先として信託契約を結ぶこと。
入居者見守り事業
　定期的な訪問、毎月の電話確認を実施。メールによる定期通知
やボタンひとつで返信できる安心確認なども行っています。

入居者生活支援・家族信託（不動産）事業
・管理サービス会社に委託し、入居者が24時間相談できる窓口
を設け緊急時に対応しています。
・入居者が病気や事故、また認知症の症状などで不自由を抱えて
いる場合など、関連会社の介護士•ケアマネジャーがお手伝いを
しています。
・相続案件の高齢者については、意思確認がとれるうちにすべき
ことを専門家がアドバイスしています。
・要支援者が入居中に死亡した場合、成年後見制度を活用し没
後対応をしています。

避難者受け入れ事業
　災害時の一時避難、DV被害者など緊急避難、仕事が見つかる
までの仮住まい、緊急宿泊場所など必要な方にお部屋を提供して
います。一週間単位で入居可能です。

AKS家賃保証事業
　保証会社と連携して要支援者の家賃保証を実施しています。

保証人代行事業
　賃貸借契約において、保証人がどうしてもみつからず、契約が結
べない方に対し、以下の条件を審査の上、保証人としてサポートし
ています。

支援事業および支援内容 　保証会社に加入できる方。緊急連絡先がある方。

支援条件

　電話またはホームページのメールフォームから相談または問い合
わせください。

支援申込方法

　高齢者、障がい者、罹災者、生活困窮者など住宅確保要配慮者。

居住に関連した支援対象者

NPO法人 あんしん居住支援センター
美作エリア

支援申込連絡先

NPO法人 あんしん居住支援センター
〒708-0824　岡山県津山市沼19-15
［TEL］0868-23-7317　［FAX］0868-23-7351　［URL］https://anshinkyojyu.com

家主さんを集めての居住支援研修会の様子 あんしん居住支援センター
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ガイドについてのお問い合わせ先

NPO法人 おかやま入居支援センター
〒700-0806 岡山県岡山市北区広瀬町2-11
TEL.086-230-1056 ／ FAX.086-230-1057
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