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愛媛県□宇和耶愛□町の…旨目目口健医療福祉  

愛両町の概況  

NPO法人ハートinハートなんぐん市場の取り組み  

一指定管理者制度、自立支援法を活用した日本版ソーシャル   
ファームモデル  

NPO法人の基盤となった活動の歴史  

一愛両町の精神障害者保健福祉住民ネットワークと社会資源  

地域精神科医療の取り組み  

一入院医療中心から地域生活中心へ  

・課題～地方の現場で感じていること  

NPO法人ハートinハートなんぐん市場  

長野 敏宏  
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なんぐん  

愛媛県南宇和郡愛南町  

松山から自家用車で約3時間、JR宇和島駅まで45Km  

人口  26，413人（平成20年6月）←31，080人（平成9年）  

10年間で約4．500人の減  

高齢化率   30・55％（平成20年4月後期高齢者16．0％）  

要介護認定者1，540人（平成20年3月）  

有効求人倍率0・54（平成20年4月宇和島圏域）、（全国平均0．93）  

池辺町  

西潟町   帆串松斬  

南宇和郡（なんぐん）5か町村が、＝16年10月合併し、愛両町に   



NPO法人ハートtnハートなんぐん市日  

・様々な立場の住民が 共に参画し、地域振   
興一環境保全・就労支援活動を通じて地  

域貢献を行いたい。   
一障害の有無にかかわらず共に  

・地域活性化につながる産業を興したい。  

・私達の街がいきいきとあり続ける為に。  
地域振興型障害者就労支援  

3   



墜法人ハートinハートなんぐん市場の特徴  

●嘉聾き態琵■遺髪鼓ヾ喜鼎苧墓㌔譜迂㌔警業、植  
H18年度障害者自  立支援調査研究プロジェクトを機に遁是  

出憩いの里温泉」の町の委託を受けJ貢た  
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として「山   
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‾全苧読能蛮ノフア‾ムビジネスモデル∴収空事  
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NPO法人の事業  
（各事業サービス名）  
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●リサイクルショツブ運営  

●竹炭の製造・販売  （特定非営利法人名）  

●胡葉植物レンタル  

●自然体駿交流イベント運営  

●就労継続支援A型事業  
ヒト・モノなど；「なんぐんエリア」ならではの  

貿涼に着目した新たな事業創造を通じて、人的  

交兎の塵甘所となる藷劫を多彩こ巌臥地域の  

活性イむ、障害蘭の麓用促進につなげていく。こ  

うした活動の成果、新たなビジネスモデルを、  

地煉は態とより全国に発信し‘こしJlくことによっ  

て、「なんぐんエリア」動Åやを核とした交濁  

の嶺奄地域から都市へ、．全包へと広げてし1くぢ．  

●御荘が蜜等渇産物販売  

●洞洋型棚イベント運営  

．■‥し－－   l■・－   l・■   ・’‾、ヽ   ‾、1‾・  l111   ヽl‘  

なんぐん丸  

法人所有の体験交流の為の船。釣り、マリンレジャー、  
夕暮れクルージング、星空クルージングなどがおすすめ。   



山出憩いの  里温泉  

・キャンプ場・自然公園   

一芝サイト2   

－ウッドサイト5   

一口グハウス4棟  

・温泉・大浴場   

一低張性アルカリ性冷鉱泉  

ふれあい交流館  

－レストラン遊花亭  

一家族風呂  

・バリアフリー  

ー和室6畳  

一和室60畳  

－トイレ（バリアフリー）  

宿泊  

一和室（8畳キッチン付）3室  
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平成19年度 障害者の就労状況（NPO法人全体）  【平成20年6月10日現在】  

市町村   障害種別   部門   業務内容   就職月  退職 月  訓練期間   自立支援法の利用期間   就職までの紹介機関   

愛両町   精神   温泉   施設清掃全般   4月   10月   14日   

6ケ月間（就労A）／3ケ月（就労B）   

＋アル／くイト   
小規模作業所／医療機関   

愛両町   精神   温泉   施設清掃全般、温泉受付   4月  14日   14ケ月（就労A）   医療機関   

愛両町   精神   温泉   温泉受付、販売、リネン   4月  14日   14ケ月（就労A）   医療機関／ハローワーク   

愛両町   知的   温泉   施設清掃全般、温泉受付   4月  25日   14ケ月（就労A）   養護学校／相抜支使手某所／ハローワーク   

愛両町   身イ本   温泉   レストラン言周理   4月  14日   14ケ月（就労A）   ハローワーク   

愛両町   精神・知的  観葉絹物   配達、営業、植物管理   4月   9月   25日   4ケ月間（就労A）   社会復帰施設／ハローワーク   

愛両町   精神   観葉植物   配達、植物管理   4月  14日   14ケ月（就労A）   医療機関／ハローワーク   

愛両町   精神   観葉植物   配達、植物管理   4月  14日   14ケ月（就労A）   医療機関／ハローワーク   

愛両町   知的   温泉   施設清掃全般、調理補助   4月  14日   14ケ月（就労A）   養護学校／相言炎支援事業所／ハローワーク   

愛両町   知的   観葉植物   配達、植物管理   4月  25日   14ケ月（就労A）   相談支援事業所／ハローワーク   

愛両町   精神   事務   
一般事務、会計、ピアサボー   

ト   
4月  0日   0日   医療機関   

宇和島市   精神   観葉植物   配達、植物管理   2月  2日   4ケ月間（就労A）   グループホーム／相談支援事業所／ハローワーク   

愛両町   精神   温泉   施設清掃全般   2月  2日   2ケ月間（就労B）／1ケ月間（就労A）  就労B事業所／相談支援事業所／ハローワーク  
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愛膚町「貞′普併・裏話 をんぐ：ん市場傭害者励■磨‘行動  

既存の公共施設を活用  

低リスク（初期投資等）  

当事者自身が住民サービス  
を担う  

一社会参加の推進  

一地域にとってなくてはならない   

人に  

官民協働の実践  

福祉から地域振興ヘ  
ー～更に拡がるネットワーク  

設置目的（観光福祉施設）に  
合致し、住民■議会からの評  
価や賛同が得やすい。  

組織・財政基盤が脆弱なNP  

Oの財源が確保され安定し  
た運営に。  

就労支援事業により、人員  
や組織活動原資が増加し雇  
用の拡大につながる。  

地域福祉の向上、知名度向  
上等の地域活∫  生化への複合  ・地域特性を活かし全国で展   

開可能  
期
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H19年度障害者自立支援調査研究プロジェクト8   



・指定管理者同士の横のネ ットワークが少なく 
、   

情報が乏しい。  

・温泉経営、飲食業、アウトドア、観光業等多分   
野に渡る経営確立を短期間で求められている。   
一重油をはじめとした著しいコスト上昇   

一 資金調達の課題  

・まだ、 ”走りながら考える”状況。  
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愛南町の 陣害者福祉  ネジ小ワ一死主な社会資源（資料参日召）  

H元年  HlO年  10   



地域精神科医療の取り組み  

（財）正光会御荘病院  

・S37年 60床で設立  

・S39年116床  
・S63年149床  

現在  
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