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⽇付：

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。

指標
①売上額
②フードバンク上越への寄付⾦額

⽬標値・⽬標状態
①売上額：70万円／通算
②寄付⾦：3万5千円／通算

結果
①売上額：合計:198,150円［平均39,630円/⽉(3⽉:0円、4⽉:10,000円、5⽉:26,900円、6⽉:105,450円、7⽉:55,800円)］
②寄付⾦：合計:9,908円［平均1,982円/⽉(3⽉:0円、4⽉:500円、5⽉:1,345円、6⽉:5,273円、7⽉:2,790円)］

課題設定、事業設計に関
する振り返り

想定通りニーズはあったと考えるが、現時点の環境下で事業の運営を円滑に⾏えるかの想定が⽢かった。施設におい
て福祉プロダクトの販路が絶たれ⼯賃が減少していることは喫緊の課題だったことは間違いないが、新たな販路の拡
⼤よりも新型コロナウィルスの感染予防を優先した事業所が多かった。デルタ株が蔓延してからはよりその傾向が強
くなり、命を守るという観点からこれは正しい選択と⾔える。上越市内にある就労⽀援施設のワーキングネットワー
クに積極的に店舗の周知を⾏ったが反応は薄かった。完全に想定外であったのが2021年1⽉および2⽉の当市における
豪雪であった。2回に亘る豪雪で、資材の不⾜や事務局職員の⾞両の故障など物件の改装に⼤幅な遅れが出てしまっ
た。結果、準備不⼗分な状況で店舗をオープンし、当初5⽉末の事業期間を2か⽉延⻑することにした。また当初から
想定していたコロナ禍の影響だが、6⽉〜7⽉に店舗の売上的には⼤きな影響を受けた。さらに、出展予定だったイベ
ント等の中⽌により、売り上げ額が当初の⾒込みより⼤幅に下がってしまった。⼀⽅でアーティストや⾼⽥特別⽀援
学校を地元の企業などとつなげるハブ的な機能を果たした。地域のアーティストの作品が集まっている場があること
で、他団体からの相談の窓⼝が明確になった。また、お店という形態をとったことから地域住⺠がふらっと⽴ち寄れ
る場となり福祉との接点が多くできた。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

①継続した店舗の運営
②福祉プロダクト販売の収益をもとにしたフードバンク上越への寄附

実施時期: 2021年1⽉〜2021年7⽉
事業対象地域: 新潟県

事業対象者:
就労⽀援対象者・アーティスト・パフォーマー／
障害者就労継続⽀援事業A・B型事業所、⽣活介
護事業所、地域活動⽀援センター利⽤者

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 表現活動の場づくりを通じた⽣活困窮者⽀援事業
資⾦分配団体名:⼀般社団法⼈全国コミュニティ財団協会
実⾏団体名: 社会福祉法⼈みんなでいきる

事業実施概要

コロナ禍の影響により、⽂化芸術活動の担い⼿であるアーティストの活動の場が激減した。またイベントなどが軒並
み中⽌・規模を縮⼩したことにより福祉プロダクトの販売機会も失われ、障害のある⽅の収⼊が減った。加えて、⽣
活困窮者は就労の場の確保がより難しくなっている状況がある。この事業では、そうした課題を解決するために店舗
という形で常設の表現活動の発表、福祉プロダクトの販売の場を確保した。まず拠点の基盤整備として物件の改装を
⾏った。陳列棚の購⼊および壁⾯の改修⼯事を実施した。事業実施期間中の契約施設・アーティストは12団体、取
扱った商品は55項⽬となった。就労訓練の⼀環として、店員は⽣活困窮者に担ってもらった。5名の⽅が訓練を受け、
うち1名は⼀般就労につながった。感染収束の⽬処が⾒えないことから、ECサイトでの試験的販売も⼿掛けた。売り
上げの⼀部は⽣活困窮者⽀援としてフードバンクじょうえつに寄付を⾏った。他、新たにInstagramを開設し、
facebookページの運⽤とともにSNSで広く情報を発信した。

2021年9⽉22⽇



結果
⽀払額：合計:148,613円［平均29,723円／⽉（3⽉:0円、4⽉:7,500円、5⽉:20,175円、6⽉:79,088円、7⽉:41,850
円）］

考察

当初掲げていた⽬標値（75万円／⽉）には全く達しなかったが、状況に応じて変更した数値は達成できた。販売する
ものも確保していない中で、希望的観測で事業が⾃⾛可能な数値⽬標を設定してしまった。また前述のとおり、施設
においては新型コロナウィルスの感染予防を優先し、外部との接触を絶たれたことや製品が売れないことから製品を
作っておらず取り扱える商品が少なかったことが痛⼿だった。⼀⽅で、店舗で仕⼊れた商品は半分以上売れており、
⼿応えは感じている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

集いの場を通じたコミュニティの醸成

指標 訪問者数

⽬標値・⽬標状態 30名／営業⽇

結果
訪問者数：9.7⼈／営業⽇ ［合計：延べ819名、平均：164名／⽉（3⽉:15名(7⽇)、4⽉:51名(21⽇)、5⽉:223名(18
⽇)、6⽉:348名(20⽇)、7⽉:182名(19⽇)）］

考察

⽬標値には全く届いていないが、感染拡⼤前の6⽉までは訪問者数が順調に伸びてきており、コミュニティや居場所の
機能を果たしていると考える。訪問者が6⽉から増加した理由は、フリーペーパーやメディア出演による効果の他に、
アーティストから週に1〜2回滞在制作を⾏ってもらったことが⼤きな要因と考える。また内装を、過去の展⽰会で使
⽤した什器を活⽤しリニューアルしたことも集客につながった。訪問者は主に美⼤を⽬指している⾼校⽣やアーティ
スト、近隣に住んでいる⽅や福祉関係者と売り上げにはつながらない層ではあるが、創作活動をするなど各々に時間
を過ごしている。現在は蔵元や美容師といった新たなつながりも⽣まれつつある。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

福祉プロダクト販売を通じた障害者の⼯賃向上

指標 各施設への⽀払額

⽬標値・⽬標状態 ⽀払額：10万円／通算

⽬標値・⽬標状態 上越市内を中⼼に30施設

結果 契約・連携施設数：12施設(店舗で実際に作品・製品を販売している⽅の数)

考察

2020年度に福祉プロダクトを常設で販売していた福祉の店パレット上越店がコロナ禍の影響で営業停⽌状態となっ
た。パレットの運営主体である上越市社協から授産製品の今後の販路拡⼤に関する相談を2020年10⽉頃から受けてい
た。しかしながら、その回答に対する本気度の精査や具体的に困っていることまでの把握はしておらずニーズ把握の
徹底ができていなかった。実際のニーズの裏付けに沿い福祉施設と協働で事業を展開していくべきであった。
当初は上記の聴き取り状況から簡単に⽬標値に達すると想定していたが、結果、⽬標の半分未満で終わった。特に以
下3つの要因が重なったためと考える。
①施設では感染予防を優先することから利⽤者の活動を通常よりも抑えていた。
②コロナ禍で製品が売れないことからそもそも作らない施設もあった。
③事務局からの施設への訪問が難しかったため営業不⾜だった。
⼀⽅で施設からは依然として福祉プロダクトを販売したいという声を継続していただいていることから、引き続き福
祉事業所への営業を⾏っていきたい。

考察

そもそも店舗運営を⽢く⾒ていたことが結果が芳しくなかったことの⼤きな要因である。販売するものも確保してい
ない中で、⽬標値も良くわからず単純に収⽀的に⾃⾛できる事業計画を作成してしまったことは猛省する点である。
順調とは⾔えないが、オープンから6⽉までは売上が増加傾向だった。売り上げが増加した理由はフリーペーパーやメ
ディア出演による効果が⼤きい。またメディア出演と同時期に⾼⽥特別⽀援学校の陶器を取り扱うこととなり販売で
きる商品数が増えた。アーティストの作品も数は多くないが少しずつ売れ始めた。美術品は単価が⾼いことから売り
上げ増に直結する。しかし、イベントへの出展依頼も多くいただき、運営も軌道に乗りつつあった7⽉頃から、市内で
デルタ株の感染者が出たことでイベントの中⽌と店舗への来客も遠のいた。今後はECサイトの運営を主に商品を販売
していくことになるが、アーティスト・施設は⼤きなロットでの商品提供が難しいことから⾃主製品の開発が必要で
ある。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

福祉事業所間のネットワークづくり

指標 契約・連携施設数



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

  
Ⅴ．活動

■店舗の売上⾦をフード
バンクじょうえつへの寄
付に回す仕組みづくり

遅延あり

結果として、事業期間中は少額の寄付しかできなかった。寄付実績を増やすために⾃主製
品の制作や積極的な販売を⾏う必要がある。コロナ禍で⽣活困窮者数は⾼⽌まり傾向であ
り、より多くの寄付⾦を渡せるよう営業努⼒が必要である。フードバンクじょうえつへの
寄付は法⼈が事業を継承後も⾏う。

■店舗運営の開始

遅延あり

当市における2度の豪雪により店舗の改装が遅れたことから、2⽉中の店舗オープンの⽬標
が⼤幅に遅れた。3⽉後半にプレオープンできたが、取り扱う商品や陳列什器とも不⼗分
な形での開店となったため、来訪者は少なかった。また、⼗分に店舗を設計できなかった
ことから有料広告のタイミングも当初予定よりも遅くなった。

■福祉プロダクト・アー
ト作品の販売

遅延あり

アーティストの作品は順調に取り扱うことができ、現在でも問い合わせが定期的に来てい
る。作品の展⽰だけしたいという要望にも応え、店舗内が賑やかになってきた。⼀⽅で、
福祉プロダクトの販売は低調であり、コロナ禍の影響で今後も同様の状況が続くことが想
定される。⾃主製品の開発やネット販売を今後注⼒していく必要がある。

考察等

事業を法⼈で継承し⾃主事業として実施している。当初掲げた⽬標値に少しでも近づけるように地道に取り組みを続
けていきたい。ワクチン接種が進んだにも関わらず感染が拡⼤しており、当分活動にも制限がかかるが、粘り強く続
けていくことが肝要と考えている。10⽉より地元の8つの蔵元と障害のある⽅の作品を⽤いたラベルプロジェクトを始
動し、11⽉には無印良品直江津店で5⽇間の出展販売を予定している。あわせて⾼⽥ロータリークラブより出資いただ
き、12名の作家のアート作品をグッズ化して11⽉より販売する予定である。来年2⽉には展⽰会の運営の委託を関係団
体から受ける予定である。このような地域の団体から協働事業をもちかけられることは、今までになかったことで、
場ができたからこそ新たな動きにつながったのではと考えている。今後の店舗運営は、単独ではなくより多様な団体
と連携し実施していきたい。運営が好転していく兆しは⾒えてきたが、新型コロナウィルスの感染予防は引き続き徹
底していく。

活動 進捗 概要

■店舗物件の整備

遅延あり

事業採択直後から、店舗物件の整備を実施予定だったが、実際に改装作業を始めたのが3
⽉中旬となった。⼤きな理由は当市における2度の豪雪のためで、店舗物件の整備が遅れ
たことにより、不⼗分な形での店舗のオープンを始め、陳列スペースの不⾜などその後の
店舗運営に⼤きな影響が⽣じた。

事業実施以降に⽬標とす
る状況

この事業を⼀過性のものに終わるのではなく、2021年5⽉までに売上・その他財源で継続的に店舗を運営できる仕組み
を構築します。継続できる仕組みをつくって初めて地域に貢献・影響を与えることができると考えています。そのた
めには福祉プロダクトの販路拡⼤が肝要と考えており⽉100万円の売り上げを⽬指します。売り上げの20％を店舗管理
費、5％をフードバンクじょうえつへの寄附、75％が事業所への還元額と考えています。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

⽣活困窮者の就労⽀援

指標 スタッフ数

⽬標値・⽬標状態 ⽉2名

結果 スタッフ数：延べ13名（1⽉:2名、2⽉:2名、3⽉:3名、4⽉:2名、6⽉:3名、7⽉:3名）

考察

⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業の相談機関に問い合わせたところ、スタッフはすぐに集まりニーズの⾼さが伺えた。主に精
神疾患のある⽅が多く、⾃⽴度は⾼いが⼈とのコミュニケーションを苦⼿とする⽅が多かった。来客が想定よりも少
なかったこともあり、実務というよりも将来設計に向けた⽀援を⾏う時間を⻑くとれた。うち1名は⼀般就労につなが
り、今でも仕事後に来店することが多い。



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）

Ⅹ. 広報実績 

有無

有

有

有

広報制作物等
有料広告：cocola5⽉号
有料広告：上越タイムス社

報告書等
新潟県：令和2年度障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業報告書⼀部(県域センター)
厚⽣労働省：令和2年度障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業報告書⼀部(広域センター)

補⾜説明

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

新潟⽇報社社朝刊 2021年5⽉19⽇ 40万部
上越タイムス社 2021年5⽉21⽇  1万部
UX放送     2021年7⽉1⽇
NST      取材中 ※2021年9⽉に放送予定

合計 \450,000 \2,250,000 \2,700,000 \1,685,884 62.4%

62.4%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

事業費
直接事業費 \450,000 \2,250,000 \2,700,000 \1,685,884

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

活動 実績内容 結果・成果・影響等

福祉施設への周知
上越ワーキングネットおよび福祉の店パレット上越店
への周知協⼒

⽉に1回、店舗の周知を依頼したが契約にはほとんど⾄らな
かった。

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

想定外のアウトカムとしては、地域の他団体からの協働事業の持ちかけが増えた。新潟県酒造組合⾼⽥⽀部、無印良
品直江津店、⾼⽥ロータリークラブ、新潟県⽼⼈クラブ連合会など今までつながりがなかった団体から協働でのプロ
ジェクトを提案されている。実際に対価が発⽣し作家の収⼊につながる提案内容となっており、今回の取り組みを継
続性のあるものに昇華していきたい。また、⾼⽥特別⽀援学校から委託販売を受けている陶芸作品は、2週間で50点ほ
どが売れ好評を得ている。来客者から⾃⾝の店舗でも取り扱いたいと相談があり、販路が拡⼤したり、市内の郵便局
での作品展⽰にもつながったりした。さらに、障害のある作家だけでなく、現在美⼤への進学を⽬指している⾼校⽣2
名が店舗の運営を⼿伝ってくれた。もう1名を加え、3名でグループ展を開催し店舗の周知を⾏ってくれた。このよう
に、若⼿のアーティストを育成する場としても機能する新しい可能性が⾒えてきた。

課題を取り巻く変化

最も⼤きな変化は、多くの作家から作品を展⽰・販売してもらったことによってアーティストの発掘につながった。
とても精巧なフェルトを作成する中学⽣の作品は⼊荷と同時に完売する。⾼⽥特別⽀援学校の陶芸とともに着実に
ファンを増やしている。初期のころは⼩動物をモチーフに安価な値段設定で作品を販売していたが、売れることで⾃
信がつき徐々に作品も⼤きくなり価格も⾼くなっている。今後、新潟県を代表するアーティストになるのではと期待
している。⼀⽅、福祉施設側の変化は現時点では⾒られない。⼀部、施設の商品は取り扱っているが、コロナ禍にお
いて利⽤制限を⾏わざるを得ない施設では⽣産がストップしている。⼀緒にグッズを制作するなど施設の状況を考慮
した出展への営業活動が必要である。
そして、電話窓⼝だけでなく店舗という場があることによって、様々な団体から声掛けをいただけるようになった。
この取り組み事例を情報発信し、更に次の協働事業に結び付けたいと考えている。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

事業を企画した当初はより多くの店舗販売の売り上げをあげ、それを地域に還元していくことを主眼においた。これは⽬標値からすると未達であ
るが、店舗の売り上げにはつながらなかったが相談を通じてアーティストと企業のつながりが⽣まれたり、商業施設での商品のイベント販売につ
ながった。店舗の売り上げには直接つながらないものが⼤半であったが、相談に対応することでアーティストの収⼊につながるハブ的な役割を果
たした。この役割を地道に着実にこの地域で果たしていくことで、新潟という地域特性を⽣かしながら障害のある⽅のアート作品を世に広めてい
くことができるのではと考えている。

利益相反取引管理規程の整備ができた。

7.事業次年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏ってい
ますか。

はい

社会福祉法⼈みんなでいきる情報公開規程に基づき求めに応じ
て情報公開を⾏っている。規程上、決算書類などの公開の規定
はないが、平成29年4⽉1⽇に改正社会福祉法が全⾯施⾏され、
社会福祉法⼈は、社会福祉法第59条の2の規定等に基づき、定
款、報酬等基準、役員など名簿、計算書類および現況報告書に
ついて、インターネット上への公開が義務付けられた。WAM 
NETが⼀括して公開している。
https://www.wam.go.jp/wamnet/zaihyoukaiji/pub/PUB02010
00E00.do?_FORMID=PUB0219000&vo_headVO_corporationId
=1615117030

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

6.事業初年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

2.  内部通報制度は整備されていますか。

社会福祉法⼈みんなでいきる「公益通報者保護」 に関する規
程を整備し、通報者の不利益の禁⽌を⼤前提に対応している。
当法⼈は福祉事業所を多く運営しており、利⽤者のへの虐待防
⽌の観点から、公益通報を推奨している。

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

はい


