
 

事業名 新型コロナウィルス感染対応緊急支援助成  第４回集合研修会 

開催日時 202１年 7 月 24 日（土）10：00～17：00 

会場 熊本 YMCA  

開催方法 ハイブリッド形式 

目的 

 

第 3 クール（2021 年 4 月～6 月）を振り返り、第 4 クール（2021 年 7 月～10 月）のアクションが具

体化している。（事業終了後の事業計画を考えている） 

参加団体 7 団体 

子どもの第 3 の場でぃんぐる運営委員会（複）/熊本県子ども見守りネットワーク（複） 

認定 NPO 法人 NEXTEP/（株）きらり.コーポレーション/NPO 法人ひなたぼっこ 

NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森/BRIDGE HANDYCAP（複）計 16 名 

講師 アドバイザー： 三島 理恵（NPO 法人全国子ども食堂支援センター・むすびえ） 

  中山 勇魚（NPO 法人 Chance For All） 

  北川 雄史（社会福祉法人いぶき福祉会） 

プログラムオフィサー：木村 真樹（合同会社めぐる）） 

           長谷川 友紀（合同会社めぐる） 

           宮原 美智子（一般財団法人くまもと未来創造基金） 

スタッフ 中村賢次郎・宮原美智子・小田川望・本多清美・久保智絵美（オンライン） 

オブザーバ

ー参加 
研修の様子の取材として JANPIA 広報担当 企画広報部 芥田真理子様 

 その他オブザーバー参加いただいた皆様（事業部 プログラム・オフィサー 見上 敦子様・ 

企画広報部 山本響子様・・事業部 和田 泰一様） 

内容 10:00-10:05 主催者あいさつ【5 分】 

10:05-10:10 今日のねらい＆進め方の共有【5 分】 

10:10-10:30 チェックイン：今の気持ち【20 分】 

---- 

団体発表【各団体 20 分＝発表 8 分＋質疑 10 分＋入替 2 分】 

（１）助成事業終了時の目標 

（２）前回の集合研修におけるアドバイザーからの指摘事項 

（３）第 3 クール（2021 年 4 月～6 月）に取り組んだこと 

（４）第 4 クール（2021 年 7 月～9 月）に取り組むこと 

（５）今回の集合研修で相談したいこと 

 

10:30-10:50 ①BRIDGEHANDICAP 

10:50-11:10 ②NPO 法人ワークショップひなたぼっこ 

11:10-11:30 ③認定 NPO 法人 NEXTEP 

11:30-11:50 ④NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森 

11:50-11:55 トイレ休憩【5 分】 

11:55-12:15 ⑤株）きらりコーポレーション 

12:15-12:35 ⑥子どもの第 3 の居場所でいんぐる運営委員会 

12:35-12:55 ⑦熊本子ども見守りネットワーク 

12:55-13:00 午後のアナウンス【5 分】---- 

13:00-14:00 休憩【60 分】 

---- 

14:00-14:10 仮想理事会オリエンテーション【10 分】 

---- 



14:00-14:10 オリエンテーション【10 分】 

---------- 

14:10-15:10 仮想理事会【60 分】 

（A）三島＆宮原：株）きらり．コーポレーション 

（B）中山＆木村：NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森 

15:10-15:15 トイレ休憩【5 分】 

15:15‐16:15 仮想理事会【60 分】 

（A）三島＆宮原：子ども見守りネットワーク 

（B）中山＆木村：子どもの第 3 の場でぃんぐる運営委員会 

16:15-16:25 休憩【10 分】 

------------ 

14:10-14:50 仮想理事会【40 分】 

（C）北川＆長谷川：NPO 法人ワークショップひなたぼっこ 

14:50-14:55 トイレ休憩【5 分】 

14:55-15:35 仮想理事会【40 分】 

（C）北川＆長谷川：BRIDGE HANDYCAP 

15:35-15:40 トイレ休憩【5 分】 

15:40-16:20 仮想理事会【40 分】 

            （C）認定 NPO 法人 NEXTEP  

16:20-16:25 休憩【5 分】 

------------ 

16:25-16:45 各団体の発表【20 分】 

     【発表内容】 

      （１）今日の感想 

（２）次回プレ報告会（９ 月）までの宿題 

（３）24 時間以内にやること 

16:45-16:55 各アドバイザーからのコメント【10 分】 

16:55-17:00 今後のアナウンス等【５分】 

仮想理事

会 

 

【A グループ】 

◆株）きらり.コーポレーション 

⇒思うように利用者の登録に至らない要因などについて様々な意見が出た。子ども食堂や一人親協議会

などでもチラシの配布や声掛けの協力を行っているが、一歩を踏み出せない現状がある。コロナで失職した

り収入減になっているシングルマザーなどに活用してほしいが、学んで正規雇用を目指すことに躊躇するの

はなぜか。チラシに受講者（就職できた人）の声（成功事例）を掲載したりなどの工夫をしてはどうか（顔の

見える安心感）。また企業側への働きかけも必要。県内ではオンライン化に遅れている企業が多いのが現

状。また受講生同士のコミュニティづくりも必要ではないか。オンラインでのコミュニティづくりの難しさもある

が、悩みなどを共有できる場づくりの工夫を。 

 

◆子ども見守りネットワーク 

⇒事業終了後、次年度の活動をどうしていくかという部分の話し合いがまだできていない。ネットワークとして

目指す姿、それぞれの団体の強みや役割について、互いに話し合いが必要と感じている。エコマップの見

直し、関係者の棚卸などを行いながら、どういうった連携が、ネットワークのハブとしての役割を果たせるの

か、残りの 3 か月で考えていく。また行政などからも、子ども見守りネットワークに対する関心が高いようなの

で、報告できるようにつとめていく。また、この事業期間に組織内外と連携できた部分なども評価しながら、

【仮想理事会グループ】 

A グループ（三島＆宮原） 

⇒株）きらりコーポレーション・子ども見守りネットワーク 

B グループ（中山＆木村） 

⇒NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森・子どもの第 3 の場でぃんぐる運営委員会 

C グループ（北川＆長谷川） 

⇒NPO 法人ワークショップひなたぼっこ・BRIDGE HANDYCAP・認定 NPO 法人 NEXTEP  



話し合いを進めていってほしい。 

 

【B グループ】 

◆NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森 

⇒事業自体は目標としていた利用者の人数も埋まり、仕事もイタリア語の翻訳など順調に進んでいる。当

初、想定していた講演会は、熊本県内の就労施設ではあまりニーズを感じられないので、全国の就労施設

に在宅就労支援に関するアンケートを取り、必要としているところにノウハウを提供したい。アンケートの内容

ややり方についての相談。アドバイザーからは、まずは同じように在宅就労支援事業を行っている全国約５

０団体に声をかけて、実態や課題などについて聞いてみてはというアドバイス。また、個の団体でアンケート

を取るより、いくつか団体へ声をかけたり、休眠預金事業の報告内容に活かすなど、アンケートの使用目的

が業界にとって有益だというアピールも必要ではという意見も出た。全国で同じような取り組みをしている団

体の協議会のようなゆるやかなネットワークをつくり、仕事の情報交換などもできるような体制が作れたらい

いのではないか。残りの 3 か月で、そのようなネットワークづくりも視野に入れた内容のアンケートを実施し、

報告会での発表にまとめていく。 

 

◆子どもの第 3 の場でぃんぐる運営委員会 

⇒日本財団の審査が通り、休眠預金事業終了後の活動についての相談。現在のでぃんぐる（10 時～15

時）の活動は継続しつつ、生活困窮家庭の子ども向けに 15 時～18 時（週 3 回程度）の放課後でぃんぐる

の活動がプラスされる。アドバイザーからは、時間で区切る、対象が限られるなど条件が付くことから、子ど

も達の「分断」が起きるのではという懸念。実際に同じような事業を行っている先行事例から、「分断」が問

題となっているケースが多いという指摘。でぃんぐる本来のだれでも利用できるという魅力が損なわれるので

はないかという心配。また、貧困家庭への対応として、玉名市が運営しているフードバンクについて、今後連

携していく中でその運営も委託などの形態で乗っ取っていきたいという希望があり、その運営の仕方などで

も相談があった。アドバイザーからはフードバンク事業の目的などについて、子ども宅食の事例を参考に、単

に食材を配るだけではなく、その配るという活動を通して、当事者の様々な困りごとやニーズを把握し、必要

なサービスを受けられるよう、関係する専門関係機関と連携していくことの必要性や受容性についてのアド

バイス。まずは放課後事業について、先行事例（失敗例も含めて）をたくさん調べて、でぃんぐるが目指す放

課後事業の在り方を、組織内外でしっかり話し合うこと、フードバンク事業もその目的を関係部署と共有して

区ことが、残り 3 か月でやるべきことではないか。 

 

【C グループ】 

◆NPO 法人ワークショップひなたぼっこ 

⇒午前中の発表の際にアドバイザーから指摘のあった、組織内で同じ景色が見えているか、という点につい

て、職員で一丸となって活動していくためのアドバイスが欲しいという相談。この事業の中心となっている山

中さんは、団体内では事務局長という立場で、理事ではないので、やりづらさを感じている。また、職員もで

きる範囲で協力はしてくれるが、責任が伴うような積極的な協力体制ではない。アドバイザーからは、この事

業を進めることで、利用者さんの工賃アップにつながるということを、職員が理解しているかどうかというこど

が鍵になるのではという指摘。そこを法人内で共有して、現場の支援計画の中に入れて、みんなで取り組

むのが大切。山中さんが勝手に頑張っているということではない、利用者さんのためにやっているということ

をわかってもらう。その支援計画の為の商品開発であるということ。現在の支援計画には工賃アップという

言葉は出ていないので、理事長レベルで理解してらもい、工賃アップが利用者さんのやりがいアップにつな

がるということを、支援計画に入れていくよう努力してほしい。統一すべきは、プロジェクトの成功ではなく、利

用者さんが幸せになることが目的だという認識。今日の研修でひなたぼっこが評価されているということを、

共有してほしい。ちいさなことから、ありがとうと言えるような関係、環境づくり、例えばかわら版をつくるなど。 

残りの 3 か月では、HP を完成させて商品が販売開始できれば、利用者さんのやりがいアップにつながると

おもうので、それを含めて報告したい。寄付についてはいぶきの HP を参考に進めたい。アドバイザーから

は、販売の際には、この休眠預金事業でできたコミュニティを上手に使ってほしいという意見が出た。 

 

◆BRIDGE HANDYCAP 

⇒評価指標として、よつばプロジェクトという企画が出ている。その内容や進め方について意見を聞きたいと

いう相談。いろんな事業所と話をして検討しているところ。優劣ではない、価値観の垣根を外した、評価の

在り方としたい。座談会でこの人は面白いという雑談から、そういう部分に光を当てたいという気持ちでこの

企画を考えた。アドバイザーからは、ハッピーをシェアするコンセプトは、障がい者に限らずみんなが持ってい

るという点でいいと思う。佐藤さんの力を周りが活かしきれていないのではないかという心配もある。アウトプ

ットとしてモノから抜け出して、概念に基づいた場づくりという視点が必要ではないか。生み出すべきは、場が



連続して描いていくもの。位置付けとして、このコレクションがあるとの意見が出た。またこの、事業はつの役

割、コミュニティづくりと、コレクションと、商品開発の３つ、というのはすごくわかりやすく、BRIDGEHANDYCAP

だからこそできることだと思う。参加してくれる事業者と、どんなコミュニティを作っていきたいかということを一

緒に描いていくことが、変な上下関係のないフラットな関係をつくるために必要ではないか。社会の課題をデ

ザインの力で解決していくというところはなかなかない。当事者とつながっているという強みをいかして、

BRIDGE の世界観が広がっていってほしい。 

 

◆認定 NPO 法人 NEXTEP  

⇒前回までは次年度の事業拡大を考えていたが、拡大についてはいったん保留して、足元を固め、一人

一人の利用者さんとコミュニケーションをとりながら、農業部門のリズムを整えていくことにいた。支援学校と

はすでに連携が取れているので、通信制高校との連携を進めたいと思っている。アドバイザーからは、助成

金申請で落ちた理由について質問があり、対象年齢がずれていたということと、通信制高校の課題につい

ての現状の掘り下げが足りなかった点が上がった。社会課題をきちんと把握してから申請すべきだったと感

じている。通信制高校は、公の学校制度から漏れた子どものうけ皿となっているが、質が落ちていると感じ

ている。卒業後社会とうまくつながれない子どもたちの為に、アルバイトや職業体験ができるような仕組み

を、通信制高校と連携して作っていきたいと考えている。また若者世代（中学生や高校生）のニーズをくみ

取ったりする難しさについて、仮想理事会参加者で具体的な経験を共有された。アドバイザーからは、岐阜

県の引きこもりや不登校児を対象とした公立高校設立の取り組みがあり、その高校とつなげることができると

提案があった。現場の教師の中にも、問題意識を持ったひとがいるはずなので、巻き込んでいけたらいいの

では。 

各 団 体 の

気づき 

〇株）きらり.コーポレーション 

⇒発表資料を作るにあたり勉強になった。 

仮想理事会ではとても良いヒントをもらえた。「挑戦しても大丈夫」ということを告知にいれていけたらと

思う。24 時間以内にやることは、会議の招集をしたい。 

 

〇子ども見守りネットワーク 

⇒勉強になった。思ってもいなかった情報を得られた。ネットワーク支援で、いろんな支援団体が参加

してくることになるが、支援者側の気持ちが前にならず、あくまでも子どもが真ん中であることを忘れな

いでいきたいと思った。支援者側が互いの支援をよく知ることが大事だと思った。 

次回集合研修までには、今ホームページを作っているが、これも、支援者側のただの宣伝広告になら

ないように、子どもたちのためのページになるように作りたい。 

24 時間以内ににやることは、報告書を書き上げたい。（ひとり親家庭福祉協議会 西） 

 

〇NPO 法人シンフォニことばの海はぐぐみの森 

⇒今日の感想は、わがままな代表としての自分を剛腕というきれいな言葉で表現してもらった。まさに

その通りだと思う。次回までにやることは、在宅就労支援をやっている 50 団体にアンケートをするため

の準備、企画書をまとめたい。24 時間以内にやることは、ヤマト財団で白書づくりの 100 万円の助成

金の募集をやっているので、その申請書を取り寄せたい。7000 団体にアンケートをとれるように。 

 

〇子どもの第 3 の場でぃんぐる運営委員会 

⇒次のステップについて相談させてもらった。感想としては、違う意見を聞く大切さを感じた。立ち止ま

って、改めて自分たちのやりたいことを考える機会にしたい。次回までにやることは、全国での先行事例

をたくさん調べて、何を目指していくのかをみんなで考えること。分断するんじゃないかという部分をどう

していくか相談していきたい。24 時間以内にやることは、パソコンの壁紙を「助成金の為にやるんじゃな

い」と変更すること。 

 

〇NPO 法人ワークショップひなたぼっこ 

⇒感想は、集合研修最後ということで、いただいたアドバイスを参考に頑張っていく。他の方の報告を

聞いて、もっと頑張ろうと思った。 

次回までにやることは、同じビジョンを理事やスタッフと共有し、役割を持ってもらって、頑張っていきた

い。24 時間以内にやることは、今日私しか参加してないので、他のメンバーと今日の話をメンバーと共

有する 

〇BRIDGE HANDYCAP 



⇒感想としては、後半戦に入り、もっと上手くできたんじゃないか、と思うことが多い。時間がなくなって

きたが、残り、頑張っていきたい。 

次回までにやることは、よつばコレクションを実施して、今後コミュニティになっていった時の方向性や

運営主体をどうしていくか、を探っていきたい。げたなどの製品も進めたい。 

コンソーシアムメンバーはみんな忙しいが、4 人集まって、話し合いたいので、24 時間以内に日程調

整したい。 

 

〇認定 NPO 法人 NEXTEP 

⇒伴走者の方々が魅力的な方が多くて、本当はもっと会って話できたらよかった。 

次回までにやることは、メインのクレソンやアスパラ、ブル-ベリ-の他にスタッフが植えているお任せセッ

ト買ってもらっているが、来年度に向けてどんな野菜組み合わせでやるかを考える。 

24 時間以内にやることは、コーヒーの実が取れるようにハウスを作りたい。まずはハウスに水をやる。 

講 師 か ら

のコメント 

【三島】今日の研修ではいよいよ終盤に向かっていると感じた。社会課題の解決へ向けて、皆さんは素

晴らしいチャレンジをされている。活動を進めていく中で、うまくいっていることも、うまくいっていないこと

も財産である。それをこの場で共有してくれてありがとうと伝えたい。日々の目の前の活動だけでも大変

な中、発表資料や報告をまとめる作業も本当に大変だと思う、自分に置き換えると、皆さんとてもタフ

な時間を過ごしていると思う。その集大成として、報告会をとても楽しみにしている。 

 

【中山】最後の研修となり、事業終了までいよいよあと 3 か月となり、最後にまた小言のようだが、一言

伝えたい。それは、小さくまとめないでほしいということ。報告会で報告しないといけないので、うまくまと

めようとしがちであるが、皆さんの活動はこれから長く走っていく中のたった 1 年。この 1 年を将来に続

く意味ある 1 年にしてほしい。そのためにも大変だとは思うが、普段やりたくないこと、後回しにしている

ことに、残りの 3 か月でぜひ取り組んでほしい。 

 

【北川】アドバイザーとしてこの 1 年みなさんの発表を聞いたりアドバイスしてきたが、実はアドバイザーと

いう立場は、とても苦しいものだった。なぜなら、皆さんの悩みや話を聞いていると、若いころの、できな

かった自分や、驕っていた自分を思い出すから。あの時こういう言葉が欲しかった、という思いでみなさ

んに話をしていた。報告会では、次へのバトンとなるような素晴らしいプランを待っている。 

 

（木村）自分も北川さんのように、感じている。皆さんが取り組んでいることは、社会のことであり、自分

のことでもある。だからこそ、何とかしたいという思いで、この一年活動に寄り添ってきた。めぐるの事業

で 9 月から、白書作成サポートプロジェクトを始めるので、必要と感じられる団体さんではぜひ検討して

活用してほしい。 

 

（長谷川）仮想理事会お疲れさまでした。毎回感じるのは、この仮想理事会というコミュニティが、とて

も貴重で大切なものだということ。もっと活かしてほしいと思う。どんどん相談して活用してください。 

 

研修の成

果や課題 

・事業も終盤に差し掛かり、各実行団体発表内容・アドバイスもより深く重要になっている。順調に進ん

でいること・課題にぶつかっていること・来年度以降の事業の方向性を集合研修という場で出し合い、互

いに相談・アドバイスするという研修は貴重な過程になっている。 

・3 カ月に 1 回の集合研修（活動報告・仮想理事会）は、実行団体同士・資金分配団体・アドバイザー

と一体となったコミュニティを形成しつつある。事業終了後も、相談し合える場として継続していくように

場継続を考えている。 

・実行団体ごとに抱えている課題は様々であるが、今後のフォローアップ面談等で丁寧なヒアリングやフ

ォローを行っていく。募集期間が短かったこともあり、事業全体を通して、ニーズや課題の把握が十分に

できていない。残りの期間で補っていきたい。 

・各分野のアドバイザーを設置したことは、1 年の助成期間だけでなく、継続した事業として取り組んでも

らうために客観的で大事な視点をアドバイスいただいている。ということを毎回痛感している。 

・プレ最終報告会 10 月 2 日・最終報告会 10 月 18 日を予定している。最終報告の在り方について、

各実行団体と相談しながら、成果や課題を的確に報告できるようにフォローしていきたい。 

・システムへの定期的アップができていない実行団体があった。最終清算に向けて、研修では「最終清



算までの流れ」について資料と共に説明を行った。最終報告精算は細やかな作業が多くあるので実行

団体に随時確認しながら作業を行っていきたい。 

・今回 JANPIA の広報・担当者の方々（4 名）に研修にオブザーバー参加いただいた。 

このような形での伴走支援は他に例がない形で進めている。資金分配団体・実行団体ともに大変な作

業ではあるが、毎回大きな学びをいただいている。事業設計としてよかったと思っている。 

         

【第４回集合研修の様子】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

今日のねらい 

進め方の共有 
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