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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

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

その他 連携の不⾜

障碍者 就業困難

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 熊本県
事業対象者: 熊本県内障害者雇⽤作業所で働く⼈たち

課題設定、事業設計に関する振り返り

プロモーションやパブリシティに⼒を⼊れる想定は、妥当であったと思われる。販売したプロダクト「⽥園シンフォニーをもう⼀度」は6割超が熊本県外からの購⼊者で予
約完売したが、地⽅紙に取り上げられたのが⼤きな要因であったからだ。
⼀⽅、当初、製造⼯程ひいては発注できる仕事の多さや、市場規模の⼤きさ、地域性といったブランディングが可能な「下駄」の開発を想定していたが、先述した「⽥園シ
ンフォニーをもう⼀度」が令和2年7⽉豪⾬の災害⽀援にも通じるプロダクトであったため、下駄の製作スケジュールを遅らせた。
また、株式会社調べ考房の調査を通じて、賃⾦以外において、仕事が発⽣した背景や、仕事のアウトプット・（ポジティブな）フィードバックの共有がやりがいに寄与する
仮説が⽴ったため、販売会の様⼦や、購⼊者の声を積極的に届けるようになった。当初の想定ではブランディングやプロダクト開発に関する勉強会を熊本県内の就労継続⽀
援事業所の有志の職員で⾏う想定をしていたが、職員のヒアリングや、利⽤者への調査を重ねるうちに、コミュニティ形成が重要であることが分かり、Yotsubaというコ
ミュニティを⽴ち上げ運営するに⾄った。

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

就労継続⽀援事業所が制作するサステナブル
プロダクトの開発

販売数

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 障害＋サステナブルプロダクトの開発・販売
資⾦分配団体名: 熊本県新型コロナウイルス対応緊急⽀援協議会
実⾏団体名: ⼀般社団法⼈BRIDGE KUMAMOTO

事業実施概要

新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で、就労継続⽀援事業所は、⼿掛けた商品の販売機会の減少や、業務受注先の企業の不振が原因となり、就労⽀援の縮⼩を避けられな
いなど（2020年7⽉4⽇,⻄⽇本新聞）社会的な必要性が⾼い⼀⽅で、苦しい状況に⽴たされている。また、現在、障がいや病気によって困難な状況にある⽅が働くための環
境は満⾜な状態にあるとはいえない。要因のひとつに障害者作業所の賃⾦の低さが挙げられる。本事業は、熊本県内の就労継続⽀援事業所を利⽤する⽅々を対象に、ソー
シャル・ブランディングに特化した製品（＝サステナブルプロダクト）の開発と、それを全国に販売するためのオンライン販売のための整備を実⾏する。これにより、販売
利益の向上による開発従事者や利⽤者への利益配分、作業所への発注の増加、利⽤者のやりがいの向上、ひいてはQOLの向上をめざす。全国に普及させる「熊本モデル」を
構築をめざし、これらの社会課題に貢献をする。また、賃⾦以外に利⽤者のやりがいに影響を及ぼす要因を探り、第三者であるからこそできる⽀援の形や、就労継続⽀援事
業所が⾃⽴してプロダクトを⽣み出せるようなノウハウ化をすすめる。

100 100

・⽥園シンフォニーをもう⼀度を100個予約完売す
ることができた
・約6割が熊本県外からの購⼊者であり、今後の継続
的な活動に向けたよい⾜がかりとなった

オンライン通販サイトの開発・運営 サイトの開発 完了 約6割 ・デザインは完了したが、制作過程にある。

就労継続⽀援事業所を紹介するSNS機能の運
営

投稿数 ⽉2,3件 0件

・アカウントの開設はできたが、投稿には⾄ってい
ない
・活動に関する理解や承諾、ご協⼒をいただくた
め、県内の事業所を⽉数件単位で訪問した。これま
でにない取組であり、事業所を持たない外部団体の
運営という点で、⼀部の事業所からは、協⼒が難し
いという回答や、運営に対する指摘もいただいた
が、協⼒いただいたりポジティブなフィードバック
をしてくださる事業所も⾒つかり、今後の運営に向
けた協⼒体制を築くことが出来た

遠隔プロモーションのための映像制作 製作数 1本 0本 映像の撮影は⾏えたが、編集段階にある

就労継続⽀援事業所と利⽤者の満⾜度 満⾜度 90%
仕事の依頼前後の⽐較
依頼前19点
依頼後24点

・当初「満⾜度」という評価指標のみを想定してい
たが、本事業における成果を図るためには、事業前
後の満⾜度の⽐較を⾏った。また、定性的なデータ
の取得のためのヒアリングを⾏い、満⾜度以外にや
りがいに寄与する要因を調査した

就労継続⽀援事業所の利⽤者のやりがいに繋
がる新しいリターンの構築

リターン実施数 2回 1回

・製作数に応じた報奨⾦をお渡しすることができた
・制作の依頼時に背景の共有から購⼊者からの感想
のフィードバックまでをセットとして⾏うように
なった

就労継続⽀援事業所と利⽤者の満⾜度 満⾜度 90%
仕事の依頼前後の⽐較
依頼前19点
依頼後24点

・当初「満⾜度」という評価指標のみを想定してい
たが、本事業における成果を図るためには、事業前
後の満⾜度の⽐較を⾏った。また、定性的なデータ
の取得のためのヒアリングを⾏い、満⾜度以外にや
りがいに寄与する要因を調査した

PRに関する就労継続事業所の学びのネット
ワーク構築

研修会の実施数 3回 2回

・さまざまな事業所へのヒアリングを⾏い、広報・
PRについての研修会ではなく、Yotsubaコミュニ
ティの運営に対するフィードバックをいただいた
り、下に記載のリターン構築のための意⾒交換を⾏
う会として実施した



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

411
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）

事業実施以降に⽬標とする状況
①BRIDGE KUMAMOTO／BRIDGE HANDICAPに関わる事業所の利⽤者の賃⾦増
②BRIDGE KUMAMOTO／BRIDGE HANDICAPに関わる事業所の利⽤者のやりがい増

考察等

①については、事業所が公開する利⽤者の平均賃⾦を元に、年度別の⽐較や、関わっている事業所とそうでない事業所の⽐較を⾏う。プロダクトの開発数や販売数を短期の
KPIとしつつ、事業所や利⽤者に負担の無い範囲での⽣産数の向上を⽬指す。また、プロダクト、あるいは事業所や利⽤者へのファンコミュニティを形成しながらブラン
ディングを⾏い、単価増や継続した収益を⽬指したい。
②については、今回の事業での調査を通じて、購⼊者のフィードバックや、物が売れることが⼤きな要因の⼀つになりうることが分かった。⼀⽅で仕事のやりがいについて
「タバコを買えればそれでいい」といった回答があったが、そう思わざるを得ない環境にある可能性も⽰唆していると思う。ヒアリングの内容は尊重しつつ、とらわれるこ
となく、就労継続⽀援事業所の利⽤者にとって最もよい形を模索していかなければならないと思う。また、本事業に関わった受益者の変化を広く伝えながら、⼀般に福祉の
現状を知ってもらい関⼼を⾼め、寄付をはじめ、さまざまなリソースが投じられる仕掛けも考える必要があるように思う。

活動 進捗 概要

プロモーションの開始。コロナ禍におけ ほぼ計画通り
SNSアカウント開設・情報発信 遅延あり 開設は⾏うことができ、運⽤者の間で発信ポリシーの共通認識を持つことはできたが、⼀⽅で継続的な運営はできていない。

作業所との協議・商品開発
計画通り

当初予定の下駄は試作段階にあるが、緊急的に企画・販売した令和2年7⽉豪⾬⽀援アイテム「⽥園シンフォニーをもう⼀
度」を販売し、100個予約完売した。

試作 ほぼ計画通り

プロダクトの撮影・メインビジュアル制 ほぼ計画通り

アクセス解析・調査 遅延あり

ウェブサイト制作（商品詳細ページ・オ 遅延あり 改修はまだ完了していないが、写真撮影や動画撮影、ライティング、全体的なデザインなどは⾏うことが出来た。
プロダクトの完成 ほぼ計画通り

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

BRIDGE KUMAMOTOへのブルーシードバッグの制作の引き合いが数件増加した。ESG投資やSDGsへの取り組みといった企業の社会的責任が問われる潮流や影響を受けて
いると考えられるが、それにより、就労継続⽀援事業所への発注数・発注⾦額が増えたり、発注が可能な事業所数が増えたりした。これらを通じて事業所の強みや得意領域
をより理解することができ、今後の商品開発に向けての情報収集のきっかけにもなった。また、事業のなかで掲げていた「就労継続⽀援事業所の利⽤者のやりがいの向上」
に向け、ブルーシードバッグを制作していただいた事業所の利⽤者へのヒアリングも⾏い、データの収集も当初予定より多く⾏うことができた。
コンソーシアム団体である合同会社トイロ（就労継続⽀援B型事業所 トイロハンドワークス運営）では、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。

課題を取り巻く変化

事業開始当初、感染症に対する利⽤者の不安も⼤きく、事業所は開設しているものの利⽤者の⽋勤が増加したり、それに伴い⽣活のリズムが崩れて⼼⾝の調⼦が悪化したり
するケースもあった。また、緊急事態宣⾔時などにおいては、事業所が休業を選択することももちろんあり、オンライン上で顧客のニーズはありながらも、⽣産がストップ
しているため、販売の機会を逃してしまったケースもあった。現時点では、ワクチン接種が進んだことや、感染者数の逓減に伴い、事業所の安定的な開業が可能になってい
る。また、コロナ禍以前と同様とまでは⾔えないが、観光客などを始めとする経済活動も少しずつ回復しているように⾒える。⼀⽅、企業の⽣産活動は依然として厳しい状
況であり、事業所が受注⽣産に頼る経営戦略を選択することはリスクが⾼く、イベントなどでの⾃社商品の販売に顧客との接点を持とうとすることは難易度が⾼くなってく
ると⾔える。今後、サスティナブルプロダクトの商品開発をスキーム化しながら、事業所の商品開発を伴⾛⽀援していくことと同時に、発信⼒を活かして、すでに多くの⽅
に⼿にとっていただける可能性を持ちながら、販路を持っていない商品をオンライン販売・広報PRを⾏えればと考えている。

株式会社Foreque（有限会社⽳井⽊材⼯場）

はーとアラウンド（共同受注窓⼝）

事業開始時にご訪問。⼩国杉の⼿配を依頼し、今後も製作物によってはご協⼒いただくことになった。

事業年度中、毎⽉継続してBRIDGE KUMAMOTOから発注を⾏うことが出来た（ただし本事業費の活⽤は⼀部のみ）。
また、熊本市内に留まらず、熊本市外の事業所とのネットワークを構築していくことになった。

連携先 実施内容・結果

執⾏率

1,821,600

補⾜説明

100.0%

100.0%
管理的経費 100.0%

事業費
直接事業費

9,200,000 9,200,000合計

広告制作・パブリシティ対応 計画通り
プロダクトの販売スタート ほぼ計画通り
受注・発送 ほぼ計画通り

OVAL クリエイティブ制作を依頼。⽥園シンフォニーをもう⼀度のパッケージデザインなどを⾏ってもらった。

計画額
7,378,400
1,821,600

実績額
7,378,400



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更はなかった

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

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。

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。

完了

プレスリリースの発信の際にシンボルマークを活⽤。また、本助成⾦を利⽤した商品開発であったことを明記。
商品を販売する際にも、シンボルマークを挿⼊したうえで、本事業の対象となっていることを明記。
※本事業費を利⽤して製作している下駄については、まだ製作⼯程にあるが、販売時、Webサイトに記載予定。
※本事業費を利⽤して12⽉3〜5⽇に開催予定のイベント「Yotsuba」は、12⽉の実施の際にシンボルマークを活⽤して告知予定。

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

⾃由記述

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

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

4.報告書等

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）

2020年11⽉5⽇ RKK「⼣⽅LIVE ゲツキン!」（熊本城⽡御守）
2020年12⽉2⽇ KKT「てれビタ」（熊本城⽡御守）
2020年12⽉10⽇ ⽇本テレビ「news zero」（熊本城⽡御守）
2020年12⽉29⽇ RKK「ソラカラ」（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年1⽉14⽇ 静岡新聞（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年1⽉14⽇ 中⽇新聞（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年1⽉17⽇ ⻄⽇本新聞（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年1⽉20⽇ NHK「クマロク!」（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年1⽉30⽇ 熊本⽇⽇新聞（熊本城⽡御守）
2021年2⽉3⽇ 熊本⽇⽇新聞（⽥園シンフォニーをもう⼀度）
2021年4⽉14⽇ ねとらぼ（熊本城⽡御守）
2021年4⽉14⽇ Jタウンネット（熊本城⽡御守）
2021年4⽉16⽇ しらべぇ（熊本城⽡御守）
2021年4⽉24⽇ まいどなニュース（熊本城⽡御守）
2021年4⽉25⽇ 朝⽇中⾼⽣新聞（熊本城⽡御守）
2021年4⽉28⽇ NHK「はっけんTV」（熊本城⽡御守）
2021年5⽉1⽇ ⽇本テレビ「ズームイン!!サタデー」（熊本城⽡御守）

■【令和2年7⽉豪⾬災害⽀援】⽥園シンフォニーをもう⼀度
https://bridgekuma.thebase.in/items/37897521
■【令和2年7⽉豪⾬災害⽀援】⽥園シンフォニーをもう⼀度［1両編成］
https://bridgekuma.thebase.in/items/39514323

内容

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの


