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1. 団体&助成事業の紹介



作業工賃

事業対象者

就労継続支援事業所で働く方々

オンライン販売

やりがい

一般社団法人
BRIDGE KUMAMOTO

CREATIVE

● 商品企画
● ブランディング

株式会社調べ考房

RESERCH

● 生産コーディネート
● 調査

合同会社といろ

MAKE

● 商品開発
● 生産・縫製

サステナブルなモノづくり（＝売れること・SDGsの価値観に適ったもの）を通して、生産を担う事業所の①利益になり、②やりがい

の向上をめざす。また、熊本県内の障がい者作業所の③ネットワークを構築し、ものづくりやブランディング・PRなどのノウハウや

技術を共有して、持続性を強化していく。

企画・相談

• ヒアリング・調査
• 商品の販売状況の

フィードバック

事業所マッチング工程などの提案

企画・相談／報奨金

広報・PR

• 仕事の調整
• 工賃

トイロハンドワークス・はーとアラウンド

1. 団体&助成事業の紹介

■助成事業について

■団体について 構成団体 特長 利点

合同会社といろ 就労継続支援B型事業所を運営 当事者の声が聞ける

株式会社調べ考房 県内事業所とのネットワーク＆調査 県内事業所との橋渡し

BRIDGE KUMAMOTO 商品企画・デザイン 発信力



2. 助成事業に取り組むことになった経緯



コロナ禍によって就労支援継続事業所の受注が減少。

社会的な必要性が高い一方で、限定的な業務内容や生産効率が課題となり、障がい者が働く事

業所がより苦しい立場に。

事業にコロナの影響が生じていますか

出典：「新型コロナウイルスによる影響について」
アンケート調査の回答結果（NPO法人KP5000）出典：西日本新聞（2020/7/4）

2. 助成事業に取り組むことになった経緯



3. 助成事業開始時の目標



ヒト カネ モノ

満足度

モチベーション

QOL

賃金

生活の質

継続性

次につなげる

事業スキーム

熊本モデル

【数値的目標】

● サステナブル・プロダクト（1種5バージョン）の完成・販売

● オンライン通販サイト：月間5,000PV

● Facebookページのいいね（ファン数）1,000人

● サイトでの購入者数：3,000人

● 本事業に関わった作業所スタッフにアンケートを取り、本事業に関わったことでの満足度を調査。

「関わって良かった」90％以上の満足度をめざす。

この助成事業が完了しても、障害者作業所が自立・継続して事業を続けていけるように、

BRIDGE HANDICAPが伴走・サポートしていく。

また、第２・第３のプロダクトを生み出していけるよう、月に一度程度の研修会の実施を通して、

ノウハウ化・サポートを進めていく。

さらなる

持続可能性

のために

3. 助成事業開始時の目標



4. 助成事業期間の取り組み



● 田園シンフォニーをもう一度

● 100個限定生産で完売。 9府県からの購入。50万円をくま川鉄道に寄付。 8媒体に掲載。

● 下駄：試作品完成

● その他アイテム

● 「ひょうご観光本部」ブルーシードバッグ製作

● 調べ考房コーディネートのもと、トイロハンドワークスを含む県内3事業所にて200個製作。

● 「ハンズビー  アミュプラザくまもと店」ブルーシードバッグ・サコッシュ製作

● 調べ考房コーディネートのもと、トイロハンドワークスを含む県内2事業所にて25個製作。

● 「栃木いすゞ自動車」ブルーシードバッグ製作

● 調べ考房コーディネートのもと、県内2事業所にて100個製作。

● 箱折り、タグ付け、梱包などその他アイテムについても県内の事業所に依頼

新商品開発 既存アイテムの強化 研修・視察

4. 助成事業期間の取り組み＜商品開発＞



4. 助成事業期間の取り組み＜商品開発＞

全国から注文が来ました

切り絵・フレーム・梱包・発送・共同受注

多くの事業者と分担



視察・研修の実施

●近畿エリア：NPO法人スウィング、やまなみ工房、Good Job! Center KASHIBA

●東海エリア：ヨナワールド、ひょうたんカフェ、いぶき福祉会

●九州エリア：日田下駄製作所（日田市）、穴井木材工場（南小国）、あゆの里（甲佐

町）、カサチコ（熊本市）、ハピネス（熊本市）、ゆうステーション（熊本市）など

4. 助成事業期間の取り組み＜商品開発＞



4. 助成事業期間の取り組み＜商品開発＞

全国の先進的・革新的な取り組みをされている事業者を視察したことは、本助成事業において個人的には
人生が変わるくらい大きな影響を受けました。



4. 助成事業期間の取り組み＜商品開発＞

熊本県産材の小国杉を木工に強い B型就労支援施設「社会福祉法人アバンセ  カサ・チコ」が木工加工。



● 調べ考房にて、事業所の利用者に「働きがい」に関するヒアリング

● 販売時に店舗の状況や顧客の反応を調べ考房から利用者にフィードバック

● 一般社団法人優心会との共同商品開発を開始

● Yotsuba コミュニティの立ち上げ

● 週１〜月１回の定例会議の実施

● 利用者へのポジティブなフィードバック・反応がやりがいにつながる？

→ 職員や身近な方から、日常の中で感じたことをオープンな場で共有し合う場

調査・ヒアリング
フィードバック

他団体との連携
商品開発の伴走支援

Yotsubaコミュニティ

原田文子 NPO法人KP5000

國吉春美 おもろき協働舎

三宅美智子 あゆの里

奥野靖夫 熊本福祉会  翔

永野圭祐 まんさく園

田島由起 ザ☆スクランブルーズ

谷口建太 若葉会

甲斐 浩 NPO法人クローバーアート

これまでの参加者

4. 助成事業期間の取り組み＜コミュニティ・働きがい＞



4. 助成事業期間の取り組み＜コミュニティ・働きがい＞

依頼前19点　　　　　依頼後24点　　５ポイント上昇

満足度の内訳は右図の６項目。

それぞれ５段階評価

「満足」＝5点

「やや満足」＝4点

「どちらともいえない」＝ 3点

「あまり満足していない」＝ 2点

「満足していない」＝ 1点

の総得点の平均値

質問の６項目のなかで最も変化が見られたのは、「仕

事を任せてもらえた」。

依頼する前の平均値は５点満点のうち 2.6点、依頼後は

4.3点となり1.7ポイント上回った。

仕事を依頼した事業所に「仕事に関する満足度調査」をお願いした結果

仕事を依頼する前と後の満足度は30点満点で



4. 助成事業期間の取り組み＜コミュニティ・働きがい＞

○就労継続支援B型事業所においては、利用者の体調等の影響により１日に完成できる商

品数にバラツキがあり、短期間での納品をお願いする場合は納期に間に合うのかハラハラ

することもあった。

→余裕をもった納品日の設定を心がける

○こんな自分が貢献できてうれしかった」など自己肯定感の低さを感じられる声が聞かれ

た。

→仕事を通して、与えられる側から与えることができるということを実感してもらう

ために顧客の喜びやありがとうの声を積極的に伝える

○ものづくりにおいて最初から最後まで事業所内で完結している。

→デザイナー等と関わりを持つことで、ものづくりに新しい視点を取り入れ 、共に

“売れる”ものづくりを目指す。

課題点・気づき



4. 助成事業期間の取り組み＜コミュニティ・働きがい＞

事業者・スタッフの「ゆるい」ネットワーク「Yostubaコミュニティ」の立ち上げ



熊本県内の画家・松永健志さんにメインビジュアル依頼

賛同者を増やすため

活動資金を得るため

商品・ツールの開発

4. 助成事業期間の取り組み＜コミュニティ・働きがい＞

【助成事業が終わっても継続・拡大をめざす】

12月の障害者週間を中心に行われる、熊本県の

「ふれあいハートウィーク地域イベント」出展決定



● 田園シンフォニーについては8媒体に掲載

● 記念品・販促ツールの展示会プレミアムインセンティブショーに出展

● 問い合わせ数の増加

● HP,オンラインショップの改修の開始

メディア掲載
販路拡大に向けた
新規開拓営業

4. 助成事業期間の取り組み＜広報活動・販売促進活動＞



4. 助成事業期間の取り組み＜広報活動・販売促進活動＞

メディアで紹介されることで、就労支援利用者の自信や誇りにつながる。



4. 助成事業期間の取り組み＜広報活動・販売促進活動＞

被災地への寄付になることを就労支援事業所の利用者も喜んでくれました。



5. 目標の達成度



目標 進捗状況・実績 良かった点 改善点

サステナブル・プロダクト
1種5バージョンの完成・販売 △

• 下駄試作品、木部分
完成

• 繋がりのある事業所
数は増加

• 下駄以外の製品の製
作を通じて、関係性を
もつ事業所が増えた

• 新商品開発はとても時
間がかかる

オンライン通販サイト
月間5,000PV △ • 月間1,300〜2,300pv

• 収集したデータの分析
を始められた

• データを活用し、購入
に繋げる広報・マーケ
ティングは出来ていな
い

Facebookページのいいね
（ファン数）1,000人 × • fbページ開設完了

• いいね数：40名

• メディア露出の回数を
確保することができ、
Facebook以外のメディ
アで新規のファンを獲
得できた

• Facebookページでの広
報活動が出来ていな
い

サイトでの購入者数
3,000人 ◯

• 既存プロダクトにつ
いて、新規の購入者
を確保できた

• 12月の月間注文者の
うち59%が新規顧客で
あった

• 生産体制を確立したプ
ロダクトの製作

本事業に関わった作業所の
満足度90％以上 △

• 評価軸や評価手法
について検討中であ
るが、やりがいの創
出に努められた

• プロダクトの製作に関
わった方から、直接お
礼を頂戴した

• 評価方法や評価軸に
ついて引き続き検討を
進めている状況にある

5. 目標の達成度



6. 助成事業で成長したこと、変わったこと。

    Before & After



● BRIDGE KUMAMOTO

● 事業所や利用者の方ありきの商品開発・値決めが当たり前となった

● 顧客（法人）にも事業所の紹介や利用者の声を届けるようになった

● 調べ考房

● 仕事依頼時には納期、工賃だけでなく、仕事の発生の背景や、完成品の販売

方法やイメージを利用者にも直接伝えるようになった

● 納品時には完成品を見ながら｢苦労したこと」「うまくできるようになったこと」など、振り

返りの時間を共有してもらうようになった

● 当該事業所だけでなく他の事業所にも利用者や顧客の声を届けるようになった

● トイロハンドワークス

● より売れるものづくりを意識した作業に変化したことで、意欲ややりがいを見出し、対価

にありがたみをより感じるようになった

● 「自分達の作った物が売れているという結果」は、当事者にとって

「やりがい」に大きく寄与することがわかった

6. 助成事業で成長したこと、変わったこと。Before & After



7. 今後の方向性



● 「コンソーシアム」という形は取りやめることとしたが、

企画・広報 ：BRIDGE KUMAMOTO

事業所マッチング・調査：調べ考房

生産・商品開発 ：トイロハンドワークス

の座組での活動は引き続き継続

● 事業所の強みを活かした商品企画・開発や、販売時の店舗の状況や

顧客の反応の利用者へのフィードバックも引き続き継続し、調査も行う

● コンソーシアム外の事業所の商品開発の伴走支援を行いながら、

ノウハウ化し、他の事業所に学び・研修としてお伝えしていく

● Yotsuba コミュニティ についても活動を継続

→ 収益構造については検討中（オリジナル商品の販売・イベント出店など）

7. 今後の方向性



8. 相談したいこと

    お手伝いいただきたいこと



8. 相談したいこと お手伝いいただきたいこと



9. 事業決算報告


