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Ⅰ．事業概要 

事業概要 

「⼿放す貢献プロジェクト」を社会実践教育プログラムとして展開して、若者活性化コミュニティを形成す
る。履かなくなった靴を再⽣・循環させる社会的な活動経験を通して、若者の社会的な動機を引き出す。並
⾏してマインド教育を実施して若者のレジリエンスを⾼める。孤⽴した若者がプロジェクトを通じて仲間に
出会い、マインドを変化させる機会をデザインする。連携団体のネットワークと若者の⼒を活かして、⼤規
模かつ戦略的に広報して多様な若者と繋がるチャンネルをつくる。受益者に限らず社会的意欲が⾼い若者を
積極的に巻き込み、若者が相互に刺激を受ける環境をつくる。地域に根ざした就労⽀援機関と連携して出⼝
も確保する。  
 
Ⅱ．進捗報告の概要 
総括 

 
  ↓ 靴磨きワークショップの様⼦      ↓ ⼤丸京都店でお客様の靴を磨くメンバー 

 

 
 

事業名: 学⽣若者を蘇らせる⼿放す貢献プロジェクト 

資⾦分配団体: 公益財団法⼈信頼資本財団 

実⾏団体名: 株式会社⾰靴をはいた猫 

実施時期: 2021 年 6 ⽉〜2022 年 2 ⽉ 

事業対象地域: 京都府 

事業対象者: コロナでメンタルに課題を抱える学⽣・若者 



 
   ↓ ⼤丸集客と仲間集めのチラシを折る様⼦   ↓ 靴修理で就労を⽬指すメンバーの修⾏⾵景 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
靴の寄付を集めて、再⽣・販売する社会的プロジェクトを学⽣若者の教育コミュニティとする本事業の成果は、 
① 学⽣・若⽣のコミュニティ化（何⼈の学⽣・若者がコミュニティ化され、次のステップにつながるか）  
② 学⽣・若者の教育効果（プロジェクトを通して学⽣・若者がどのように成⻑したか）  
③ 就労困難な学⽣・若者の就労実績（学⽣・若者の成⻑の結果として就労困難な状況が改善されたか）  
④ 本事業全体が助成期間終了後も継続・発展するための収益性およびステークホルダーなど経営資源の獲得 
を総合的に評価するべきだと考えている。 
 
まず、コミュニティ化において初期で重要なことは中核となるメンバーをいかに⾼い質で確保するかである。
初期のメンバーへの理念浸透が⽢く、不安定な状況だと、彼らを軸とした今後のメンバー集めやプロジェクト
運営、コミュニティ運営がすべて不安定になってしまう。現在に⾄るまで、中核メンバーをいかに⾼い質で固
めるかに注⼒してきた。結果、5 名〜10 名のかなり信頼のおける学⽣・若者メンバーが集まった。これは今後
の展開において極めて⼤きな成果である。彼らを軸としてコミュニティを拡⼤することで、⽀援を必要とする
学⽣・若者を受け⼊れるキャパシティが広がる。⼀⽅、ミスマッチするメンバーも少数ながら出てくるため、
今後は⼊会時の⾯談、試⽤期間、脱会の⼿続きを明確にした上で、プロジェクトメンバーではなくコミュニテ
ィメンバーとして関われる形をつくる必要がある。 
 
学⽣・若者の教育については、コンソーシアム団体の⽇本インクルージョン協会を軸としてマインド教育プロ
グラムを継続的に実施してきた。最低でも週に１回以上、経営者や⼈⽣哲学を語った先⼈から学ぶ座談形式の
「⼼みがき会」をコーディネートした。この内容は⾰靴をはいた猫で働くメンバーが継続的に受けているもの
で、⼿放す貢献プロジェクトにおいても中核メンバーにきちんとした組織⽂化をつくる上で⼤いに役⽴ってい
る。⼀⽅で、学⽣・若者の教育ニーズとしてマインド教育に加えて、報連相・コミュニケーション・優先順位
の判断といったソーシャルスキルの訓練や、社会課題を正しく捉えるための知的な訓練のニーズも明らかにな
った。残りの期間においては、重要度を⾒極めながらも⽇本インクルージョン協会による教育プログラムと伴
⾛⽀援を充実させる必要がある。 
 
就労につながる成果としては、現在 2 名の若者が靴磨き・修理の専⾨的なトレーニングを受けている。2 ⼈と
も障害者⼿帳を保有しているが、順調にスキルアップしている。コミュニティの拡⼤よりも先⾏してこうした
成果が⾒えてきていることは望ましいが、⼀⽅で、彼らのレベルアップのための体系的な教育プログラムはさ
らにブラッシュアップが必要である。また、彼らの就労後の仕事を追加で確保するために寄付靴を活⽤した顧
客獲得に⼒を⼊れる必要があり、学⽣の⼒も借りたWEBマーケティングにも⼒を⼊れなくてはならない。 



 
助成終了後の収益については、靴による収益を先⾏して徐々に⾼めている最中である。⼤丸京都店への出店に
伴い⼀定の収益は上がっているが、WEB 販売は今後の課題であるため⼿放す貢献プロジェクトのメンバーと
共に企画・実⾏している。⼤丸を通じてお得意様をしっかりと開拓することは重要であるため、セールスレタ
ーを作成してアプローチをしている。また、⼤丸クラスの⼤型ステークホルダーを開拓することはプロジェク
トの発展に⼤きく寄与するため、複数のターゲットにアプローチしている。中でも、アシックスグループとPHP
研究所は社⻑・役員クラスの⽅と現場の⽅をしっかりと掴んで協議を重ねているため、⼤きな可能性を感じて
いる。靴に限らない収益モデルは、コンソーシアム内部で協議を重ねており、徐々に外部ともやり取りをし始
めている段階である。 
  
 
 
 
Ⅲ.活動実績  
アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

①孤⽴する若者（ひきこもり、障害者、⽀援
室登校、メンタルダウン）が参加しやすい「60
名の若者コミュニティ」を形成する 
 
 
②若者コミュニティの社会実践教育プログ
ラムとして「⼿放す貢献プロジェクト」を運
営する 
 
 
③若者のレジリエンスを⾼めるマインド教
育プログラムを運営する 
 
 
④地域の機関・団体と連携して孤⽴する若者
が「①〜③の教育エコシステム」に参加する
複数のルートを構築する 
 
 
⑤ 地域の就労⽀援機関（京信⼈材バンクを
予定）と連携して、変化した若者が就労に
向かいやすい環境を構築する  

→コミュニティを形成する初期メンバーを集めるアクション 
 の結果、約 20 名の学⽣・若者と活動を共にして、中核と 
 なるメンバーが 10 名程度集まっている 
 
 
→初期はプログラムの内容として靴磨きのみが主流だったが、 
 ⼤丸京都店での接客やチラシ配り、靴のWEB販売企画など 
 活動のバリエーションが広がっている 
 
 
→コンソーシアム参加団体の⽇本インクルージョン協会が 
 主導する教育プログラムを学⽣・若者に継続的に実施中 
 
 
→地域の⼤学、NPO法⼈、福祉法⼈、定時制⾼校などに 
 本プロジェクトの存在を知らせて紹介が来るルートを 
 つくり、今後は学⽣・若者の⼝コミや企画を強化する 
 
 
→現時点では、⾰靴をはいた猫への就労を希望する若者以外、 
 就労ニーズを持っているメンバーがいないため教育訓練と 
 雇⽤に必要となる中古靴市場の創造に注⼒している  

 
 
  
活動 進捗状況 概要 



若者集めの企画、ルート開拓 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プロジェクトの内容充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育プログラムの提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
収益モデルの企画・実⾏ 
 
  

中核メンバーの確保には
⼀定の成果があった。ま
た、⽀援対象となる若者
を獲得するルートも⼩規
模ながら獲得できてい
る。⼀⽅、若者を集める
量的拡⼤の企画が今後の
課題である。 
 
 
「寄付で集めた靴を磨い
て蘇らせる」というシン
プルな活動を軸に、⼤丸
でお客様の靴を磨いた
り、泥臭くチラシ配りを
したり、靴の WEB 販売
や集荷をしたりと内容が
充実してきている。 
 
 
プロジェクト参加者への 
マインド教育は継続する
中で成果を上げている。 
職⼈として就労を⽬指す
メンバーも技術の向上が
⾒られる。⼀⽅、多様な
学⽣・若者に必要な教育
プログラムは強化する必
要性がある。 
 
 
⼤丸京都店での寄付靴の
販売は順調。今後はWEB
販売にも⼒を⼊れ、それ
⾃体を実践教育プログラ
ムに位置付ける。 
事業のパートナーとして 
アシックスグループと協
議を重ねており、収益性
の⾯でも期待が持てる。 
靴に留まらない事業全体
の収益モデルは企画段階

初期は関係性のある学⽣や機関からの紹介、⼩
規模なオンラインイベントの開催と個別⾯談を
中⼼に中核メンバーを募集。集まったメンバー
のニーズを引き出しながらプロジェクトの⽬的
を丁寧に共有してコミュニティの核をつくるこ
とができた。最初期のメンバーとのコミュニケ
ーションを通じて、スムーズにプロジェクトの
⽬的や概要を伝える⽅法がブラッシュアップさ
れた。 
 
事業開始時点では活動のバリエーションが寄付
靴の磨きのみだった。現在では、⼤丸京都店に
⻑期出店してお客様の靴を磨くことができる環
境が整い、⼤丸への集客やプロジェクトメンバ
ー集めのチラシ作成や配布、それらと連動した
靴の集荷など、個々⼈の事情や強みを⽣かした
活動のバリエーションが増えている。 
 
 
 
コンソーシアムメンバーの⽇本インクルージョ
ン協会がマインド研修を毎週継続して実施。職
⼈としての就労を希望するメンバーには、靴修
理の修⾏プログラムも提供している。これらは
⼀定の成果があるものの、メンバーによっては
根本的な考え⽅やソーシャルスキルに課題があ
るメンバーもいるため、当初の予定よりも教育
プログラムに⼒を⼊れる必要性を感じている。 
 
 
 
プロジェクトを通して集まった寄付靴は、シン
プルな販売⽅法からメンテナンスカードを付与
した販売、サブスクリプション形式の販売など
様々な形態をトライアルしながら模索してい
る。⼤丸京都店への⻑期出店に伴って、リアル
店舗での販売には理想的な環境が整っている。
⼀⽅で、WEB販売は ECサイトを開設している
ものの、WEB集客については Facebook広告や
コピーライティングを駆使したランディングペ
ージ作成、TikTok など SNS を活⽤した認知拡
⼤などの取り組みを進めている最中。これらを



だが、具体的に外部との
やり取りも進めている。  

学⽣・若者の実践教育プログラムとして位置付
けている。今後のさらなる事業拡⼤、収益モデ
ルの強化のためにアシックスグループと協議を
している。社⻑・役員クラスから好反応をいた
だいており⼤きな可能性を感じている。 
靴に限らない⼟台となる収益モデルについては
コンソーシアム内部で協議中。徐々にステーク
ホルダーとなり得るターゲットとやり取りを始
めている。  

  
Ⅳ. 事業実施後（1 年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点） 

⾃由記述 

 
事業全体の進捗としては、初期中核メンバーの獲得と理念浸透のために予定よりも時間を要したため、当初の
予定よりは遅れ気味である。⼀⽅で、質の⾼い中核メンバーは確実に集まってきたので、今後の展開において
はスピードを上げて取り組むことができる⾒通しである。また、助成申請時に予定していた以外の企画もいく
つか⾒えてきているため、後半の動きは加速度的に進める予定である。 
 
逆に、就労⽀援のアウトプットは本年度のスコープからは外して翌年以降としていたが、2 名の若者が靴磨き・
修理の職⼈として就労を⽬指して訓練していることは計画以上の結果である。もちろん、就労のためには 
さらなる教育訓練や、彼らを雇⽤するだけの顧客の開拓も並⾏して進める必要があるため、寄付靴を活⽤した 
ソーシャルなマーケティングプロセスを構築することは急務である。 
 
コミュニティの設計と学⽣・若者への教育プログラムの内容については予定通りの進捗ではあるものの、量的
な拡⼤に耐える⼯夫を実装する必要がある。 
 
そのような中でも、⼤丸京都店との深い連携、アシックスグループや PHP 研究所との前向きな協議は⼤きな
可能性である。 
  
 
 
 
Ⅴ．インプット 

              

  2020 年
度 

2021 年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率 

事業費 直接事業費 \0 \8,323,000 \8,323,000 \1,948,276 23.4％ 

管理的経費 \0 \1,827,000 \1,827,000 \700,000 38.3％ 

合計 \0 \10,000,000 \10,000,000 \2,648,276 26.4％ 
                



補⾜説明 当初予定していた学⽣・若者への⼈件費の⽀給⽅法に⾒直しをかけて
いるため、事業経費の⼤部分を占める⼈件費の⽀出が予定より少なく
なっている。中核メンバーが⾒えてきており、今後量的にも拡⼤して
いくため⽀出が増える⾒込み。 
                  

 
Ⅵ. 事業上の課題 
事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応 

（顕在化したリスク） 
プロジェクトに集まる学⽣・若者の中には、就職活動への材料づくりや低い⾃⼰肯定感を埋め合わせたいとい
う動機から、プロジェクトの⽬的・⽬標や役割分担や責任信条を軽視する傾向が⾒られる者がいる。こうした
学⽣・若者は教育⽀援の対象ではあるものの、プロジェクト進⾏の妨げにもなる。 
（対応策） 
プロジェクトメンバーの教育体制を強化し、プロジェクトメンバーのルール、退会規定を明確にした上で、 
より密に伴⾛⽀援をする。これらの実施にあたっては、⽇本インクルージョン協会に当初の計画以上の実働を
してもらう必要があるため、教育委託費を追加しつつ先⽴って対応に動いてもらっている。   

 
Ⅶ. その他 

⾃由記述 

                 
 
  

 
Ⅷ. 広報実績  

 

広報内容 有無 内容 

メディア掲載（TV・ラジオ・新
聞・雑誌・WEB等） 

 有  KBSラジオ出演   2021/8/19   
 読売新聞オンライン 2021/9/16 
 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210916-OYT1T50174/ 
 
 ⽇経MJ 2021/6/23 



広報制作物等 有  ⼿放す貢献プロジェクト＿パンフレット（添付） 

報告書等 無 

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績 

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容 

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の
定める通りに開催されていますか。 

はい 

2. 内部通報制度は整備されています
か。 

はい 


