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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題
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職業体験

⾃治会 地域連携

⼦ども 地域連携

アルバイトしたくても勇気が出ない、⾯接に受か
らない⽣徒たちに実践の場を経験してもらい、⾃
信につなげ、実際のアルバイトに役⽴ててもら
う。

⽬標値:
上記、内⾼校⽣10⼈

体験者⼈数：
上記、内⾼校⽣6⼈

「⼀度⽬は声が出せず、⾃分にがっ
かりだったが、意識したら⼤きな声
が出せるようになった」などできな
かったことができるようになったと
評価していた

座学プログラムで基本的なマナー
を学び、体験の場で即実践できた
ことが、できなかったことができ
るようになったという⾃⼰評価に
つながったと考察する。

障がい者福祉施設のパン、野菜を販売するなど買
い物の拠点になり、またカフェや駄菓⼦屋を利⽤
してもらい、地域との良い関係ができたら… と
期待。

⾃治会の⾼齢者の利⽤
者数 1⽇/1組
⾃治会との連携企画

⾃治会の⾼齢者の利⽤
者数 1カ⽉/1組
⾃治会の移動販売に参
加できた

①障がい者福祉施設からコーヒー、
パン、クッキーなどを仕⼊れ
②地域⾃治会の移動販売と連携する

障がい者が毎⽇パンを納品に来て
いる。また⾃治会の移動販売の機
械にボランティア参加し連携がで
きるようになった。新しい地域づ
くりのスタートができた。

⼦どもたち、また⾚ちゃん連れのママの居場所に
なる。

駄菓⼦屋来客数
5〜10⼈/１⽇
イベントの企画

駄菓⼦屋来客数
0〜15⼈/１⽇
イベント「本の会」開
催

春休み前から⼦どもが集まる様に
なった。同時に親も来て「コロナ禍
で⼦どもの遊び場がなくなり、困っ
ていた。ここなら安⼼して送り出す
ことができる」との声を貰った。⾚
ちゃん連れで気分転換する場がな
かった、と何度も利⽤してくれてい
るママがいる。
「本の会」を企画、⽉１回の事業と
した

⼦どもたちは駄菓⼦を買い、デッ
キで⾷べ、遊んで帰る。そんな光
景が毎⽇ある。中には、夏休みの
宿題をやっていたり、初めてのカ
フェ体験を⼦供だけでする場⾯も
あった。コロナ禍だからより地域
に認められたかもしれない

キャリアスクールの若者とお客さん
が接しないで利⽤できるルートが確
保できた。
利⽤者からは「遠慮せず気軽にトイ
レが使⽤できる」など⾼評価を得た

予算をオーバーしたが設置した意
味は⼤きい。利⽤者も多いので、
男⼥で使い分けることもできてい
る。

コロナ禍、室外でのカフェ運営を屋外デッキにて
計画した。
5⼈の利⽤可能スペース。

営業⽇   週4⽇
(am10:00~12:00)
(pm3:00~5:00)
利⽤者
カフェ 1⽇/5⼈
駄菓⼦屋 1⽇/5⼈

営業⽇   週4⽇~5⽇
(am10:00~12:00)
(pm3:00~5:00)
利⽤者
カフェ 1⽇/0~5⼈
駄菓⼦屋1⽇/0~15⼈

スペースはコロナ禍、有効に利⽤で
きた。外スペースであり、天候に影
響されることは次の課題。コロナ禍
で⾚ちゃんと2⼈で家で過ごしていた
ママがとても喜んで利⽤してくれた
のが想定外の結果だった。

カフェだけでなく、駄菓⼦を買い
に来る⼦どもがカフェスペースを
利⽤して駄菓⼦を⾷べたり、将棋
やトランプで遊ぶなど利⽤幅が広
がっている。

駄菓⼦屋とカフェの２種類の職業体験の機会で、
清掃、ピッキング、経理、接客の体験ができる。
その中で⾃分のキャリアデザインの⽅向をみつけ
ることができる。

⽬標値:
3⽇間/⽉4~5⼈の体験
(50⼈)

体験者⼈数：
35⼈(延べ）

Aさんは、繰り返し体験している。
体験中「できない」と⾔ってバック
ヤードで泣いていることも多々あっ
たが、少しずつではあるが本⼈にも
⼿ごたえが増えていった結果、繰り
返しトライしたいと発信して、再挑
戦の⽇々が続いている。

体験を重ねる度に⽬標設定し、⽬
標をクリアすることで⾃信につな
げてもらったので、めげても再挑
戦してみるという意欲につなが
り、良い結果を導くことにつな
かったと考察する。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⼦ども・若者のキャリアスクール事業
資⾦分配団体名: 特定⾮営利活動法⼈神奈川⼦ども未来ファンド
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈横浜メンタルサービスネットワーク

事業実施概要

空き家を活⽤した駄菓⼦屋カフェの開設、運営。コロナ禍で職場体験の機会がなくなった⾼校⽣・若者への職場体験の場の提供。
サービス提供者=運営側：⾼校⽣・若者(キャリア⽀援プログラム受講⽣)。
サービス利⽤者=お客：地域の⼈々(⼦ども、⾼齢者、⼦育て中のママなど)。

接客業の職業体験(⽬的とする効果)
作業内容は、①経理 ②商品管理 ③接客 ④調理 の4つの作業を体験することで、対象者は⾃分⾃⾝の得意・不得意分野を知り、将来のキャリア決定に役⽴てられる。
また、 駄菓⼦屋カフェ運営側を体験することにより、対象者⾃⾝が地域の⼈と関わり、こんな⾃分でも役に⽴つなど⾃分への価値を⾒出し、⾃⼰肯定感を⾼める効果があ
る。

実施時期: 2020年11⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 神奈川県
事業対象者: コロナ禍で職場体験、アルバイトができない⾼校⽣や若者

課題設定、事業設計に関する振り返り

 当法⼈では、不登校やひきこもりなど、さまざまな理由により就職することができない若者を対象にキャリア⽀援を実施しています。特に社会参加することの不安を解消
する⼒を育てることを中⼼に、社会の様々な機関と連携したボランティア体験、職業体験などで経験を積んで、不安を解消したり、コミュニケーション⼒を⾼めています
が、コロナ禍でボランティア先や実習先企業の受け⼊れが中断してしまい、⼤事な体験の場が得られなくなりました。
 今回の事業が計画通り実施でき、社会に不安を持っている⼦ども・若者が安⼼して社会と関われる場で、職業体験の機会ができ、⼼の回復と成⻑にとても⼤きな役割を作
ることができました。
 地域連携については、可能性が広がり、今後の事業展開を楽しみに企画していきます。⼩学⽣、乳幼児、親⼦関係についての課題にも取り組むことも考えていきたいと思
いました。
 本事業については、地域に受け⼊れてもらえたことが⼤きかったです。コロナ禍で、不⾜した職業体験の機会のためにと、駄菓⼦屋カフェを開店しましたが、コロナ禍で
利⽤するお客さんのニーズにも答えられました。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

コロナ禍で、⼤勢が使⽤するトイレを増設でき、
衛⽣⾯での安全が担保される。

お客さんとキャリアス
クール利⽤者が密にな
らずにトイレを利⽤で
きる

トイレ利⽤に混雑が発
⽣しない
利⽤者の声



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

2020/11/1〜店舗開店準備 予定通り 店舗づくり、備品購⼊、チラシ・ポスター作り
2020/11/4、open駄菓⼦部⾨開店 予定通り 営業⽇：⽕・⽔・⽊・⾦と第１・第３⼟曜⽇ 午前10:00~12:00、午後15:00~17:00
2020/11/4〜職場体験  ( 2⼈) 予定通り 体験者の選定、トイレ⾒積もり依頼

カフェデッキ制作開始 業者に依頼せず、経費をトイレに回す カフェ化ペース作成依頼(ボランティア決定)、材料購⼊
2020/12/1〜職場体験  ( 3⼈) 予定通り トイレ設置⾒積り依頼(改修せず、設置のみにして新規依頼)
######### カフェデッキ完成 予定通り
2020/1〜 職場体験  ( 5⼈) 予定通り トイレ⼯事完成1/22

トイレ⼯事着⼯〜完成 予定通り
2020/2〜 職場体験  ( 4⼈) 保健所指導により、台所の改修 カフェ保健所申請／台所追加⼯事
2020/3/3open〜カフェ部⾨開店 予定通り カフェ保健所許可3/1
2020/3/1〜 職場体験  ( 4⼈) 予定通り ⾼校⽣向けセミナー企画(2⼈)
2020/4〜 職場体験  (3⼈) 予定通り
2020/5/5〜 「本の会」 予定外の企画ができた 毎⽉第２⼟曜⽇企画、幼児~⼩学⽣対象
2020/5〜 職場体験  (2⼈) 体験者が予定より少なかった キャリアスクール新⼊⽣の体験時期ではなかったので、無理しなかった
2020/6〜 職場体験  (2⼈) 体験者が予定より少なかった まん延防⽌等重点措置が適⽤され、外部からの応募者がいなかった
2020/7〜 職場体験  (2⼈) 体験者が予定より少なかった まん延防⽌等重点措置が適⽤され、外部からの応募者がいなかった
2020/8〜 職場体験  (4⼈) 予定通り ⾼校⽣向けセミナー企画(4⼈)
2020/9〜 職場体験  (4⼈) 予定通り キャリアスクール2021年度⽣が体験できる時期になった

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

補⾜説明
管理的経費のうち、カフェスペースのウッドデッキは材料費のみで完成できたので、予算500,000円のところ、
204,300円と⼤きく下回ったため、82,572円が必要とならなかった。

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

計画額
1,607,107

400,693
1,898,403

執⾏率
98.3%
79.4%
94.6%

管理的経費
事業費

直接事業費

2,007,800合計

発⾏

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

2021/5/10発⾏東京新聞にて駄菓⼦屋カフェを作ることになった理由なとについて紹介してもらいました。

宣伝⽤配布チラシ

法⼈作成の情報誌(年4回発⾏)に毎回情報を掲載しました。
フェイスブックへの掲載

宣伝⽤配布チラシにシンボルマークシールを張り付けて配布しました。
チラシには「休眠基⾦を活⽤した…」と記載しました。

活動 進捗 概要

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

プラン通り「駄菓⼦屋カフェIrodori} オープンすることが出来ました。
カフェは、1⽇5⼈のお客さんを予定していましたが、1組か2組、しかも開店から閉店まで利⽤する⽅が多いところです。
駄菓⼦屋は、こどもが徐々に増えてきました。春休みのころから、こどもたちが朝からやってくるようになり、
居場所機能を発揮しています。トランプや将棋、画⽤紙、⾊鉛筆などを借りて、⾃由に遊んでいきます。
また⾚ちゃん連れのママが、話に来て、若者が⾚ちゃんをあやすなどの機会もあります。
もう⼀つ、相談ではないけれど… ⾃分の問題、家族の問題の話を聞いてもらいに来る⽅がいます。法⼈名の看板が効果を上げています。

課題を取り巻く変化

①職業体験の場として、カフェや駄菓⼦屋を利⽤することは有効であることが分かった。さらに、1度の機会のにならず、やり直しができる職場であることは、⾃⼰肯定感が
低い、持ちにくい⼈たちに特に有効であることが実施してわかった。特に当法⼈が実施するプレジョブスクールの利⽤者にはとても有効であり、キャリア⽀援では⼤事であ
ることが証明されている。今後は2つの事業を⼀体として展開し、法⼈の事業を拡⼤していく計画です。
②地域⽣活者との連携については、様々な企画が考えられるが、地域の駄菓⼦屋カフェとして当法⼈が地域に出店したことが、今後は、⼦ども・若者、⾼齢者、そこに住む
全ての⽣活者のメンタルヘルスに関する予防効果につながる活動をしていくつもりです。すべての⼈にとっての第3の居場所を⽬指すべく、効果測定などもしていきたい。

神奈川県教育委員会
横浜市⼈権教育・児童⽣徒課スクールソーシャルワー
カー
横浜市港南区笹下⾃治会・地域ケアプラザ

キャリア⽀援事業の案内の照会、6/18(⾦)進路説明会に参加、キャリアスクール、サマーセミナーの情報を発信
居場所の活⽤について、横浜市港南区ひきこもり連絡会等への出席

毎週⽊曜⽇に実施される移動販売の準備〜⽚付け作業に参加(職場体験)

連携先 実施内容・結果

事業実施以降に⽬標とする状況
駄菓⼦屋カフェを1年運営することにより、⾼校⽣以上の若者50⼈が1クール3⽇間の職場体験を継続的に実施することができます。地域の⾼校のキャリア教育との連携による
職業体験の場の提供の図を構築します。近隣のこどもや⾼齢者が気軽に⽴ち寄れるコミュニティの場としたいと考えています。
地域の様々な層（乳幼児、⼩学⽣、親、中⾼⽣、若者、⾼齢者、働く社会⼈）の課題に伴⾛できる法⼈の次の企画を模索します。

考察等

①職業体験に50⼈の⽬標値を挙げたが、35⼈にとどまってしまった。まだ地域の⾼校への周知が⾄らず、職業体験の場の提供の図の構築が出来なかったと反省しますが、参
加してくれた学⽣の先⽣からは⼿ごたえの声があり、今後につなげる予定です。
②近隣の⼦どもや⾼齢者が気軽に⽴ち寄れるコミュニティの場になりつつあるので、駄菓⼦を買わなくても集える場を提供できることも必要だと感じました。③の地域の
様々な層の課題に伴⾛する企画を展開するステップになりました。

実績額
1,580,280
318,121



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
内部監査

実施予定はない

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況がどの
ように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開しています
か。

内容

⾃由記述

現在、駄菓⼦屋カフェを作り上げてくれたスタッフが9⽉末で終了することになり、10⽉以降は無給のボランティアにその活動を委ねる作業をしてきました。学⽣ボランティアを活⽤しながら、若⼿育成していくこ
とも今後の課題と考えます。今後は、第3の居場所づくりをスタッフ、地域協⼒者とともに形作れたらよいと思っています。助成⾦をいただき、法⼈の活動が膨らんだことが⼀番の収穫でした。ありがとうございま
す。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っていますか。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していまし
たか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しました
か。

はい

はい

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、また
は受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更があり報告済

状況 内容

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されています
か。

はい

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。


