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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

ひとり親 その他

ひとり親 その他

のべ９名
2020年度（2回
×各2名）
2021年度（こど
も⾷堂2回×各1
名、料理教室3回
×各1名）

こども⾷堂でのアルバイトはのべ６名、料理教室ではのべ４
名で⽬標より増えた。
今回⽴ち上げた⺟⼦会の役員と、ひとり親家庭の⼦（⼤学
⽣）にアルバイトを依頼した。役員の⼈たちは、アルバイト
を通して会員やその⼦どもたちへの理解が深まったようであ
る。また⼤学⽣は初めてのアルバイトで、収⼊を得ることの
意味や、⾃⾝の親への感謝の気持ちを再確認したと話してい
た。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

野外⼦ども⾷堂にひとり親家庭の
親⼦が参加する

参加者数

④指標 ⑦考察

のべ20名

のべ25⼈（こど
も⾷堂）
12⽉は⼀部持ち
帰りで対応（40
世帯）
7⽉は宅⾷（136
⾷）

コロナウイルスの感染状況から途中⽬標値を下⽅修正し、結
果その⽬標値は達成することができた。野外での⼦ども⾷堂
以外に、⾷材の配布を⾏う際にお弁当の持ち帰り（宅⾷）も
実施したところ、136名分の申し込みがあった。
持ち帰りや物資の配布を併せて実施することで、多くの参加
者が得られた。その理由としては、新型コロナウィルスの蔓
延に加え、「⾷堂」の開催時間が対象者（親）の都合に合致
していなかったこと、⼦どもだけで参加することが難しい状
況（「⾃宅から遠い」等）であったことが挙げられる。

【①野外こども⾷堂】野外での開催を予定していたが、当⽇天候不良であったことから、⽀援拠点「こがみ舎」の軒下等を活⽤した半野外での実施とした。
その場で⾷事をする「⾷堂」形態のみでは参加者が伸びなかったため、弁当などの持ち帰りや物資の配布を併せて実施することで、多くの参加者を得ること
ができた。

【②親の相談会】当初は想定していた複数名で⾏う相談会は２回しか持てなかったがアンケートやLINEを通じて個⼈⾯談の機会を複数回実施した。相談者
のうち3名の⾮正規雇⽤から正社員への転職を⽀援することができた。

【③⼦どもへの⽣活体験活動】ひとり親世帯の⼦どもにおいては、体験活動の経験が少ないことが課題とされている。「野菜収穫体験」「リース作り」「料
理教室」を⽣活体験活動として実施し、⼦どもどうしで協⼒したり、⼀緒に活動したりすることで、楽しみながら経験を積む機会を提供した。例えば、「料
理教室」では、「これまで⼦どもに⾃分で料理をさせる機会がなかったので、よいきっかけになった」といった声が多くあり、また「今後もつくってみた
い」あるいは「実際にその後つくってみた」というような声もあり、「料理教室」が⼦どもの⾃⽴に向けた第⼀歩になったものと考えられる。なお、この
「料理教室」は、新型コロナウィルス対策としてZOOMによる遠隔開催としたが、⾃宅でのネット環境が脆弱な対象者も少なくないことから、コロナ対策を
施した合同で参加できる会場も併せて⽤意した。

【④LINEでの寄添い型情報発信】2021年8⽉15⽇現在で50名の登録者とLINEを介して直接メッセージをやりとりできる状態にあり、これは当初⽬標であっ
た30名を⼤きく上回っている。LINEのやりとりからは、「繋がっている安⼼感」が感じられ、ひとり親家庭の孤⽴感・孤独感の軽減に⼀翼を担っていると
考えられる。

【⑤⾷材配布会】熊本県ひとり親家庭福祉協議会と連携するとともに、益城阿蘇郡⺟⼦会とも連携し実施した。⾷材の配布については⾼いニーズがあり、継
続する必要性を感じている。持続的な⾷材配布会の実施のために、また今後配布対象者が増えることが想定されることからも、⽀援物資の提供者を増やす取
り組みが必要となる。

【⑥リフレッシュ機会の提供】「⼦どもの⽣活体験活動」では、基本的に⼦どものみの参加とした。それは、ひとり親世帯では普段得られない「親のひとり
時間」をつくり、親に「リフレッシュの機会」を提供することを意図していた。「⼦どもの⽣活体験活動」後、⼦どもがうれしそうに体験内容を親に話し、
親⼦が笑顔になっている姿が印象的だった。

課題設定、事業設計に関する振

り返り

ひとり親が屋外こども⾷堂でアル
バイトをしている

アルバイトの数 2名

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ひとり親家庭スマイルプロジェクト！
資⾦分配団体名: 公益社団法⼈ ⽇本サードセクター経営者協会
実⾏団体名: （有）ミューズプランニング
実施時期: 2020年10⽉〜2021年3⽉
事業対象地域: 熊本県
事業対象者: 熊本県益城町・阿蘇郡在住のひとり親家庭

⑤⽬標値・⽬標状
態

⑥結果

事業実施概要

①対象地域在住のひとり親家庭に、新型コロナウイルス対策を講じた野外⼦ども⾷堂を軸に、②親に対しては、働く＝⾃⽴・⾃律をテーマにした「おしごと
カフェ（就業・起業・副業）と⽣活や⼦育ての不安を共有する相談会」を、③⼦どもには、⾃⽴を促すための野外や屋内での⽣活体験活動（農園での収穫体
験や、料理等）を企画・実施し、親の経済的⾃⽴と⼦どもの⾃⽴を促していく。また、④LINEを活⽤しての寄り添い型情報発信 ⑤熊本県ひとり親家庭福
祉協議会事業と連携した⾷材配布⽀援 ⑥その他リフレッシュの機会などを提案することで、ひとり親家庭のつながりをつくり・⼼⾝の安定を図っていく。



ひとり親
相談先の
不⾜

⼦ども・
学⽣

その他

ひとり親 その他

ひとり親
⾷料関連
の不⾜

ひとり親

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

【ひとり親家庭】事業の実施期間中に、参加者も増え「益城 阿蘇郡 シンママ・パパの会」を正式発⾜。役員の⼈たちにアルバイトを依頼したことで、会
員間のコミュニケーションの機会にもなり、今後の会の運営に役⽴つ経験につながったと思われる。役員の⼈たちから、「⽀援してもらうだけではなく、⾃
分たちでも⽀え合い、何かを⽣み出せる会にしていきたい」という発⾔があったことは⼤きな成果であったと受けtめている。LINEでのやり取りなどから
も、会員同⼠が個別につながりお互いに気遣ったりする様⼦も⾒られるようになっている。また、転職や資格取得、進学、創業など、新たなことにチャレン
ジしようという会員の変化も少しずつ⾒られるようになっている。
これらの対象者の前向きな⾏動や良い⽅向への変化を⽣むことができたのは、本事業によって「機会」「場所」そしてコーディネート（つなぐ・相談にの
る・話を聞く）できる「⼈」がそろったからだと実感している。今後の⾃⽴⽀援の活動維持には、この３つの要因が⽋かせない。特に相談の形なっていない
もやもやした不安を抱え孤⽴しているひとり親家庭の親にとっては「⾏政や専⾨機関の相談窓⼝に⾏く」という⼿前で話を聞くことができる場があること
が、問題の深刻化を防ぐことができると考える。
【地域】本事業に取り組む中で、益城町の福祉・⼦ども⽀援、教育委員会、社協、その他⺠間団体などの関係者が⾃主的に集まり意⾒交換をする機会を得
た。つながりができたことで、事業後半については地域からの協⼒も得やすくなったと思われる。その他、地元住⺠からの⽀援の申し出なども出始めた。
ひとり親家庭の孤⽴感や不安は、ひとり親家庭への理解不⾜も原因しているため、このような地域住⺠や関係各所との連携により、事業理解や⽬的、⽀援対
象のひとり親家庭への理解が進んだことが、地域全体での⽀援体制づくりにつながると考える。今後もさらなる⽀援の仕組みづくりに注⼒していきたい。
【実施団体 MUSEにとって】当初は「野外での⼦ども⾷堂実施」を中⼼にした緊急⽀援を掲げていたが、実際には野外での実施も困難になり、途中内容の
変更や⽬標値の修正が必要であった。しかし状況を⾒ながら内容を変更したことで、ひとり親家庭の⼦どもや親が「気軽に⽴ち寄れる居場所」や、「⽀援し
てあげるのではなく、親⼦の⾃⽴を促す」という⽀援者側の⽴ち位置・視点が必要であるということにも気づくことが出来た。
さらには「⼦ども⾷堂」の実施が難しかったことが、「⼦ども⾷堂」実施の先にある当事業の真の⽬的について考えを深めるきっかかけとなり、対象者に必
要な⽀援（場所づくり・話を聞く・つながりをつくる）に取り組むことができたと考える。
当事業を通し、⻑期化するコロナ禍で⼼⾝の健康を崩していくひとり親家庭の親や不安感をつのらせる⼦どもたちの姿に触れ、事業の重要さと取り組みの拡
充の必要性を強く感じた。

考察等

ひとり親が 相談を受けたり、事
業に参加したりして⼈との繋がり
ができている

事業に参加した
感想

感想５件 5名 ※感想は別紙

事業実施以降に目標とする状況

ひとり親スタッフも活躍する野外「⼦ども⾷堂」、参加者の⼼⾝の安定につながる「おしごとカフェ」「⼦ども⽣活体験」の開催を通し、ひとり親家庭への
地域の⽀援の輪が広がり、孤独感が少なくなり、ひとり親家庭の地域の⼈の理解がすすみ、ひとり親家庭の親⼦同志がつながり、地域の⽅との繋がりが出来
つつある。⼦ども⾷堂アルバイトの体験で仕事の楽しみを知る等、多様な出会いの中で、刺激を受け、働くことの意欲が⾼まり、⼀歩を踏み出す勇気を得て
いる。

⼦どもが体験活動に参加する

会員がひとり親に対する⽀援情報
を受け取る

LINEの登録者数 30名以上 53名

活動の度に登録会員が増えており、⽬標数は達成した。情報
の発信以外にも、災害時の備えの呼びかけや⽀え合いの声掛
けなどにも活⽤したことで、会員間のつながりは深まってい
ると思われる。

ひとり親家庭が⾷材の配布を受け
とることができる

お仕事カフェで就業に関する相談
をしたり、アドバイスを受ける

①相談者数
②就労に関する
相談の数

①のべ20名
②10名

①に関しては⽬標数は達成。コロナ禍の中で、経済的な困窮
や⼼⾝の不安定さ、⼦どもの様⼦の変化など、様々な課題を
抱えていることがわかった。②に関しては、⽬標数には届か
なかったが、うち３名に関しては転職を実現。⾮正規雇⽤か
ら正規雇⽤につなぐことができた。本事業で個別のつながり
を持つことができたことでの成果であると受け⽌めている。

①配布件数
②協⼒団体数

①2回以上、のべ
30件
②3団体以上

①4回、のべ200
件
②10団体

県の⺟⼦会の⽀援事業との連携により⽬標以上の配布会を実
施することができた。協⼒団体は、当初はなかなか集まらな
かったが、回を重ねるごとに増えていった。数も会を重ねる
ごとに増やすことができた。
⾷材を受け取ったひとり親家庭からも感謝の⾔葉が寄せられ
た。的確な情報を発信することで、連携先や協⼒者が集まる
ことを実感。今後も（拠点地）のフードパントリー機能を充
実させるとともに、フードロスの観点からも、地元企業に対
する⽀援の呼びかけに⼒を⼊れたい。

参加者数 のべ20名

⽬標数は達成。農園での収穫体験は、親⼦共に体を動かして
リフレッシュができることに加え、収穫の成果（野菜）を実
際に味わうことができる機会にもなった。⼀⽅、料理教室で
は、⼦どもの料理に対する興味が増し、その後も⾃分で料理
をつくるなど、「⼦どもの⾃⽴への⼀歩とする」本企画の⽬
標が達成されたものと考えられる。

①30名 ②8名

106名（収穫等体
験活動42名、料
理教室64名）



【】
Ⅴ．活動

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）

熊本県ひとり親家庭福祉協議会

益城阿蘇郡シンママ・パパの会

計画額
2,400,000

会員への情報発信（LINE）、益城阿蘇郡シンママ・パパの会会員経由での⽀援物資の提供、配布会での当⽇運営協⼒、農園での収穫物の販売協⼒
（売上が益城阿蘇郡シンママ・パパの会の活動費になる）など

想定外のアウトカム、活動、波

及効果など

・フードパントリーの活動の様⼦を認定NPOフローレンスの担当者が視察に来られたことがきっかけで、⾃⽴⽀援のための助成⾦を受けられることになっ
た。本事業と並⾏して４⽉から６⽉まで、ＰＣスキル習得を⽬的としたオンライン講座を実施。およそ１０名の会員が参加しそれぞれの⽬標に向けてのスキ
ルアップを果たすことができた。その後PCのスキルアップ講座受講を通して、⾼等職業訓練の受講を決めた会員もあるなど、コロナ禍を⾃分の転機にうま
くつなぐことができたケースも⾒られた。

課題を取り巻く変化

コロナ禍の中での⼦ども⾷堂や⾷材配布で、⼀部の対象者については参加を控えるという⼈たちも⾒られたが、LINEを通しての相互理解が進むにつれて参
加者も増えてきた。さらには、親⼦の⾃⽴についても転職や進学など新たな⼀歩を踏み出すケースも⾒られた。しかしながら⻑引くコロナ禍の状況の中で、
経済的な困窮や⼼⾝の不安定さがみられる会員も増えており、さらに深刻な格差につながってしわないだろうかと危惧している。引き続き細やかな⽀援と、
ひとり親世帯の⼈たちが気軽に共有できる場、機会を創出しながら、社会的な孤⽴を少しでも防いでいく取り組みを続けていきたい。また今回の事業で利⽤
した「こがみ舎」を、今後どのように活⽤し発展させていくかを前向きに考え、地域住⺠の新たな居場所・交流の場として確⽴していくための取り組みを進
めていきたい。

連携先 実施内容・結果

会員への情報発信（LINE）、⽀援物資の提供、料理教室での会場無償提供（⼀部）

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
【新聞】熊本⽇⽇新聞（2021/6/28朝刊）屋外こども⾷堂・じゃがいも掘りの内容で掲載
【ラジオ】かわさきFMコスギスイッチON！（2021/5/20）オンライン料理教室の内容（オンライン料理教室の講師／ワクワク
ワーク菅野様出演）

実績額 執⾏率
2,405,615 100.2%
611,880 102.0%
3,017,495 100.6%

事業費
管理的経費 600,000

合計 3,000,000

直接事業費

全員に対してや個⼈に対して等、状況に応じて細やかな対応を⼼がけ実⾏した。

活動 進捗 概要

ほぼ計画通り
予定の回数は実施できた。その場で⾷事をする「⾷堂」形態、「配⾷（弁当など持ち帰り）」形態と物資の配布を併
せて⾏った。

⑤⾷材提供⽀援（フードパント
リー）

計画通り

益城阿蘇郡⺟⼦会と協⼒し、予定していた回数よりも多く実施できた。配布世帯数は約50世帯/回である。対象エリアである地
元企業の他にも、県内の企業などからの⽀援もあった。また、社内では、配布会当⽇のボランティアスタッフ（4名）が参加す
るとともに、社内フードドライブで集まった⾷料品等を提供した。

①野外での⼦ども⾷堂の実施

②保護者を対象にお仕事カフェ
ほぼ計画通り

③⼦ども体験教室の実施

計画通り

④会員へのLINE情報発信 計画通り

コロナ感染の状況から、複数の⼈を集めて⾏う機会は２回(しか持てなかったがアンケートやLINEを通じて個⼈⾯談の機会を複
数回実施した。

予定していた回数よりも多く実施できた。具体的には、野菜の収穫体験（3回）、クリスマスリース作り（1回）、オンライン
料理教室（3回）を⾏った。いづれの活動も、参加した⼦どもたちがとても楽しそうに参加しているのが印象的だった。オンラ
イン料理教室では、対象エリアのひとり親の⾃宅のネット環境が脆弱な世帯が多いことから対象を県内のひとり親に広げた。
昨年の豪⾬災害で甚⼤な被害を受けた⼈吉地域からの参加も複数あった。また、岩⼿県陸前⾼⽥市から、震災後被災地で誕⽣
したお⽶の提供やオンライン料理教室に地元⼈気のゆるキャラが、熊本のくまモンとコラボする回もあり被災地を繋ぐ料理教
室も開催出来た。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

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。

資⾦分配団体の指導の下、コンプライアンス規定、倫理規定、ガバナンス規定、経理規定、役員規定を作成した。

外部監査
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）

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

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
オンライン料理教室周知のチラシ
配布会への⽀援物資等協⼒依頼チラシ①
配布会への⽀援物資等協⼒依頼チラシ②
7/25配⾷弁当へのメッセージ

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）

購⼊した物品にはシンボルマークのシールを貼った。
上記広報制作物へシンボルマークを表記した。
ホームページにシンボルマールを表記した。

4.報告書等

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


