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ビジョンと活動の全体図

認定特定非営利活動法人オリーブの家



実現したい社会

ビジョン
誰一人虐げられること
のない世界のために

ミッション
女性の社会的地位の向上と
家庭内暴力の解決

バリュー
認定NPO法人オリーブの家での活動
・保護シェルター、居住支援
・カウンセリング
・貧困ひとり親家庭支援
・DV被害、ひとり親家庭児童への学習支援

課題
・家庭内暴力
・心の貧困
・貧困問題



福祉人権活動 社会教育

人権保護

国際協力

・寄付を募り、支援の輪拡大
・知識、ノウハウ提供
・情報発信

・DV被害者の保護
・子供の安全確保及び
学習支援

・啓蒙活動
トピック：男女平等、DV予
防策、貧困、雇用機会均等、
当事者の声

【取り組み内容】

【事業】

行政 支援団体

①
データ
知見、ノウハウ

②

シェルター提供

知識提供

心のケア

【具体的施策】

【対象】

③

コミュニケーション
セミナー

フォーラム登壇

日本だけではなく、
国際問題

カンファレンス

企業

情報発信

教育サポート

誰一人虐げられることのない世界のために



ビジョンを達成するために行う特定非営利活動（定款）の種類（NPO法人オリーブの家）

（2） 社会教育の推進を図る活動
(1) 保健、医療又は福祉の増進を

図る活動

(3） まちづくりの推進を図る活動
(４）人権の擁護又は平和の推進を

図る活動

(5) 国際協力の活動

(6)  男女共同参画社会の形成の
促進を図る活動

(7）子どもの健全育成を図る活動

(8) 職業能力の開発又は雇用機会
の拡充を支援する活動

人権保護 社会教育 国際協力



特定非営利活動に係る事業

認定特定非営利活動法人オリーブの家



（2）カウンセリング事業(1)一時保護シェルター事業
居住支援

(3）コミュニケーションセミナー
事業

＜内容＞
・津山市内（８部屋）
・倉敷市内（１部屋）
部屋数：9部屋稼働 (2021 年度
保護依頼計 104 件、保護計 98 名) 
(2022.３月末時点)
※同伴児童・成人女性含む。
（他の補助金等）
○橋本財団助成金、J-coin基金、
新型コロナウイルス拡大防止基金
活用、丸紅財団
○新型コロナウイルス対応緊急支
援助成（岡山・居場所支援事業
用）休眠預金

＜内容＞
カウンセリング相談
・活動内容：毎日の電話対応。
第4日曜は津山男女共同参画セン
ターさん・さんのカウンセリン
グルームにて対面カウンセリン
グ相談。
・心理療法（セラピー）予約制。
1人約1時間以内予定。予約がな
くても待機し当日予約にも対応。
（他の補助金等）
○2020年度、2021年度ドコモ市
民活動団体助成金(MCF)
〇橋本財団助成金

＜内容＞
ＤＶ虐待防止啓発セミナー・コ
ミュニケーションセミナー
（他の補助金等）
○みんつく冠基助成金
○JR西日本あんしん社会財団助
成活用
〇福武文化振興財団

男女共同参画促進のためにセミ
ナー等

人権保護 人権保護 社会教育



(5)  教育事業

＜内容＞
シェルター内の子どもとアウトリー
チ母子家庭の子どもへの学習支援事
業
<対象＞
保護シェルターで生活する子ども、
食料等支援している母子家庭や困窮
家庭への子ども（小中学生）
（他の補助金等）
○ 新型コロナウイルス対応支援助成
休眠預金（REDYFOR株式会社基金
事業サポート）

＜内容＞
食糧支援、生活用品、居住支援

グリーンコープと食品ロス中央ライ
フサポート、KOYOMO基金、
GCOOP、一般寄付者からの食糧支
援や生活用品を支援と各種相談。

(4)貧困ひとり親家庭支援

人権保護 人権保護



中期計画の構成



誰一人虐げられることのない世界
のために！

目標に向けた活動①
活動①目標とするKPI

目標に向けた活動②
活動②目標とするKPI

目標に向けた活動③
活動③目標とするKPI

活動①の行動計画 活動②の行動計画 活動③の行動計画

DV虐待被害者が自立できるま
でのワンストップな仕組み作り

支援機関の連携ネットワーク
構築

寄付・支援人材の強化

中期計画の構成



中期計画2022年～2025年（３年間）



Powerlessをエンパワーメント！誰一人
虐げられることのない世界のために

3年間のスローガン・目標

目標に向けた活動① 目標に向けた活動② 目標に向けた活動③

寄付・支援人材の強化
支援機関の連携ネットワーク

構築

DV虐待被害者が自立できるま
でのワンストップな仕組み作り

・社会に向けて
・現状の発信
どこで、誰に、方法等

・支援分野での横のつながり
・解決していくための連携

・団体を継続していくために
ヒト、モノ、カネ



目標とする
KPI （今期）基準値 1年後 2年後 3年後

協力機関

津山地域子ども課、岡山県警
岡山県全域児童相談所等行政
機関

+岡山県南部の支援機関
内閣府助成事業受託

+岡山県全域の支援機関 +全国で支援ネットワーク構
築

提言、情報発信の
場

勉強会、セミナー、研修、助
成団体への発信

+行政機関、政治団体、
JANPIA等への発
信

+YouTube発信、世論を巻き
込む

+国際活動として諸外国にむ

けて発信

発信（SNS、セミ
ナー、研修）

勉強会、セミナー、研修、助
成団体への発信、FB、メディ
ア

＋県外セミナー、研修 ＋海外研修

目標に向けた活動①

活動①の管理基準

活動①の行動計画

DV虐待被害者が自立できるまでのワンストップな仕組み作り

・一時保護シェルター事業の内容（相談→保護→精神的社会的自立支援・再発防止）
・当事者の声や団体の声を正しく届ける仕組みの考察（自治体に提言、政治的アプローチ、議会等）
・当事者の声を届けるノウハウの考察。日本のボトムアップ形式ではなく、世論の変化、影響を与える。
・他国や日本でも共通の事例や還元の方法を考える。自治体や関係機関に発信していく
⇒日本の当事者の声を届ける仕組みに課題提起する。



活動①の行動計画

カウンセリング
・社会的、精神的な自立を目的とした一時保護を（再被害防止というやり方で）実施
・ＤＶ虐待の自覚、冷静になる期間の確保、虐待による貧困（一時保護は長期滞在可能、親子、女性一人でも）に対する
相談（直接又は警察・行政経由）

・ＤＶ虐待・ハラスメント救済を目的とした心のカウンセリングルームを開催継続。
◎LINE＠での相談業務時
若い世代をはじめ、電話による相談が困難なＤＶ被害者等でも気軽に相談できるよう、LINEによる相談を実施する。

・随時対応
・相談員：心理カウンセラー、相談専門員等
・SNSを活用にあたり、相談員のリテラシー強化研修
◎対面カウンセリング相談
心理的なダメージを受けていることが多いＤＶ被害者をシェルター、その他の支援機関等に円滑につなげるよう、
心理カウンセラー等の専門家によるカウンセリングを兼ねた相談を実施する。

保護シェルター退所アフターケア
・ＤＶ・虐待の再被害防止マニュアル作成。
・利用者個別の問題解決実践プログラム提供。

コミュニケ―ションセミナー

政治団体や行政機関等への提言活動



目標とする
KPI

（今期）基準値 1年後 2年後 3年後

支援団体との連携
数（民間）

支援に関わる団体・スタッフ等。現在11機関（カンファレンスの充実と必要によって連携団体を増やしていく）
・NPO法人CAPプロジェクトおかやま ・NPO法人ヴィンテージプラス・NPO法人あかり・（社）犯罪被害者支援VSCO
・NPO法人そーる・NPO法人オカヤマビューティサミット・西村綜合法律事務所 代表弁護士 西村けいと
・メンタルケア学術学会 所属 メンタルケア心理専門士・医療法人天空会 三村医院院長内科・精神科医 三村 興二
・一般社団法人あおいとり

支援団体との連携数
（行政）

支援に関わる団体・スタッフ等。（カンファレンスの充実と必要によって連携団体を増やしていく）
・津山市配偶者暴力相談支援センター ・岡山県児童相談所 ・岡山県警 ・津山市民生児童委員協議会、包括支援センター他

目標に向けた活動②

活動②の管理基準

活動②の行動計画

支援機関の連携ネットワーク構築

・支援団体や専門家コミュニティ構築のためのカンファレンス
・支援団体、支援コミュニティへの個別のノウハウ共有（相互に情報を共有する）



活動②の行動計画

ＤＶ被害者の支援の充実を図る一方、新たな被害者を出さないためのＤＶ被害防止の観点から、ＤＶ被害者支援に携わる
人材育成や関係団体やボランティア相互の連携を密にして、地域の現状についての情報共有、ノウハウ共有等を図るため
の支援のネットワークを構築するとともに、ＤＶ防止に向けての知識の習得等を目的とした勉強会を実施する。支援でき
ないことをそれぞれの得意分野で連携することで、補っていく。

＜対 象＞
対象者：支援に関わる団体・スタッフ

＜実施内容＞
□支援団体や専門家コミュニティ構築のためのカンファレンス
⇒従来は、それぞれの団体が独立して支援活動を実施していたが、合同カンファレンスやセミナー等を通じ、支援団体
等の間で、課題やノウハウを集約し共有することでそれぞれの団体の知識スキルアップと支援の質を高める。

＜ノウハウの例＞
・立地、環境（住民地域への周知方法、支援方法、セキュリティ）、情報発信方法。
・シェルター内のサービス（食糧提供について、金銭管理、利用者の出入り、利用者さんとの連絡方法、トラブル時の方
法）

・クラウドソーシングの方法（寄付）、資金確保
※但し、個別や外部へのノウハウ共有を行う際は、情報漏洩防止と守秘義務の観点から、支援コミュニティへの承諾や
報告を徹底するようにする。



目標とする
KPI

（今期）基準値 1年後 2年後 3年後

HPのリニュー
アル、発信

・規程類、事業報告、事業計画、
決算書の掲載

・FB週1回発信

・アメリカ、韓国へ情報発信

(HP海外版）の作成

(HP海外版）の作成後、週１回発信 ・発信の効果により、海外か
らの寄付者や情報交換を行
う

寄付者数、寄付
金額、助成金

・寄付者数：470名
・寄付金額：約650万円
・助成金：約1,000万円

・寄付者数：500名
・寄付金額：約680万円
・助成金：約1,000万円

・寄付者数：550名
・寄付金額：約750万円
・助成金：約700万円

・寄付者数：600名
・寄付金額：約800万円
・助成金：約700万円

クラウドファン
ディング

・マンスリーサポーター58名
・年１回（女性の虐待防止週
間）

・マンスリーサポーター58名
・年１回（女性の虐待防止週
間）目標額：50万円

・マンスリーサポーター80名
・年１回（女性の虐待防止週
間）目標額：80万円

・マンスリーサポーター100名
・年１回（女性の虐待防止週
間）目標額：120万円

インターン、ボ
ランティア受入
数

・インターン大学生２名
・ボランティア５名

・インターン大学生2名
・ボランティア8名

・インターン大学生4名
・ボランティア12名

・インターン大学生6名
・ボランティア15名

団体内での専門
的な研修・人材
育成

・月１回の相談支援員会議
（難しい相談に対しては適宜専
門家のスーパーバイズを受け
る）

・相談員マニュアル追加編集

・月１回の相談支援員会議
・２ヵ月１回法的な対応に関す
る研修

・相談データ集約・分析
・経理・事務に関する研修

・月１回の相談支援員会議
・２ヵ月１回法的な対応に関す
る研修

・心理・医療分野の学びの研修

・月１回の相談支援員会議
・２ヵ月１回法的な対応に関す
る研修

・海外研修（DVシェルター訪
問）

目標に向けた活動③

活動③の管理基準

寄付・支援人材の強化



活動③の行動計画

・ＨＰのリニューアルに向けての活動
⇒アメリカ、韓国等に向けて情報発信を行い、表には出にくい当事者の声を発信していき、支援者を募る。
現在、海外企業からの寄付は少数だが今後支援の輪が広がるように発信を行っていく。

・支援者増加に向けての活動（寄付、ボランティア含む）
⇒新規の支援者獲得だけでなく、これまでと同様に当事者の声や感謝の言葉を丁寧に紡ぎ、支援してくださる方に対
して届けていく。事業計画、事業報告、お礼の手紙の作成。

・クラウドファンディングに向けての活動
返礼品作成、新着情報の更新、ガウンチャートの整理
⇒マンスリーサポーター獲得と年１回女性の虐待防止週間に実施する。過去４回実施し、全て成功しているが丁寧に
発信やガウンチャートを整理し、クラウドファンディングに臨む。

・インターン、ボランティア受入に向けて
⇒岡山NPOセンターのインターン制度の利用、先方との情報共有
過去にインターンを体験した学生のインタビュー記事をHPやFBに掲載する。

・団体内での専門的な研修・人材育成に向けての活動
⇒岡山県県民生活部男女共同参画課が主催するサポーター研修や連携している弁護士が主催する研修に参加し、
相談員やスタッフの専門的なスキルを向上させていく。先進的海外の保護シェルター運営を学ぶ。


