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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。

①受益者 ②課題

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 福島県

事業対象者:

①ニートひきこもりで、コロナ禍のために社会とのつながり、社会参加の場
を失っている⽅
②ニートひきこもりの親や家族で対象者（ニートひきこもりの⽅）との接し
⽅に悩んでいる⽅
③ニートひきこもりの⽅の状態の置かれている状態について知りたい⽅

課題設定、事業設計に関する振り返り

農作業体験とお試しカフェ研修：農作業体験72回実施。お試しカフェ研修37回実施。農作業体験は当初予定を超えての実施となった。カフェは当初予定45回を少々下回る実施となった。
対象者へのリーチについてはいかに事業の認知度を上げ、情報を届けていくかが課題となった地域の様々な機関・個⼈に協⼒いただき実施することができた。地域コミュニティやネット
ワークを活⽤して事業を⾏った。事業はおおむね予定通りに実施できた。農作業体験やお試しカフェ研修の参加者にアンケートを実施。参加した感想や⾃⾝に起こった変化などについて
回答してもらった。計画通り、社会とのつながりを感じた⼈、前向きになったという回答が多く寄せられた。
・保護者会（家族会）と⼀般向けセミナーの開催：保護者会を2回実施（令和2年10⽉、令和3年3⽉）。講師を招き、⼦どもの接し⽅等についてお話しいただいた後、参加した家族、ス
タッフらと意⾒交換や情報共有を⾏った。⼀般向けセミナーを令和3年2⽉に実施。リアルとオンラインのハイブリットで実施。予定数以上の参加者となった。セミナー終了後のアンケー
トでも好評いただいた。

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

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 農業＋お試しカフェによるひきこもり⽀援事業
資⾦分配団体名: ⼀般財団法⼈ふくしま百年基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈キャリア・デザイナーズ

事業実施概要

・農作業体験とお試しカフェ研修：中⻑期的に農作業やカフェ体験をすることで、対象者の⽅が社会とのつながりを感じたり、⾃信や⾃⼰肯定感の向上につなげていくため、コロナ対策
を実施して、農作業体験（週1回実施、農業者や⾃前の畑）とお試しカフェの研修・試⾷会（週1回）を⾏った。
・保護者会（家族会）と⼀般向けセミナーの開催：親ら家族を対象に家族会を開催。講師を招き、⾃⾝の⼦との接し⽅に悩む⽅を対象に、どのように⼦と接すればよいのかについてとも
に学ぶ機会とした。また、公開のセミナーを開催し、家族のほかにも地域の⽅々が、若者の置かれている現状について理解を深める場とした。

2021年10⽉15⽇

①どちらも参加希望ニーズがあるが、カフェはコロナ
感染状況の影響を受けやすかった。農作業の⽅は開催
の調整がつきやすく農家さんからのニーズもあり、臨
時の作業依頼が⼊るなどし、開催回数が伸びた。農作
業体験に参加した⽅のアンケートでは、「なかなか出
来ない貴重な経験が出来て良かった」「農作業体験を
して体⼒がつき⽣活リズムも整い、変化がありまし
た」等の回答が寄せられた。農作業に参加することで
「体⼒がついた」や「⾃分の適性が分かった」等の回
答が多かった。社会的につながりを感じた⽅も多かっ
た。
②カフェ参加者の⽅が多いのは外部の⼈との会話時間
がより⻑いことが影響していると思われる。コロナ禍
において、孤⽴防⽌や社会参加のきっかけになり、⾃
信や⾃⼰肯定感の向上にも寄与できたのではないかと
考える。
③参加者の感想では、「カフェ研修に参加して体⼒が
つき性格が明るくなり働く意欲がわきました」「⾃分
⾃⾝では苦⼿だった事をみんなで協⼒する事で、これ
もまた⼀体感が⽣まれ、達成感も感じた」といった声
が寄せられた。お試しカフェ研修参加者からは、「前
向きになった」を選ぶ⽅が多かった。
④⽀援する・される関係性ではなく、チームでの作
業・仲間づくりを重視して事業を実施した。スタッフ
から⾔われたからではなく、同じ時期に活動していた
お互いの変化を⾒聞きすることがきっかけになって、
ハローワークに⾏ってみたり職業訓練に参加してみた
りという⼀歩を踏み出した⽅がいた。（就職パート2
名、短期（2か⽉）アルバイト1名、職業訓練受講2
名）

①事業参加者数 22名
（延べ375⼈） ※農作
業（19名、延べ226
名）、お試しカフェ（10
名、延べ149名）
②社会とのつながりを回
復したと感じた割合 農
作業参加者：75%、カ
フェ参加者：100%
③精神的に安定して前向
きになった割合 農作業
参加者：93%、カフェ参
加者：100%
④次のステップへ⼀歩を
踏み出した⼈数 5名

①事業参加者数15名（延
べ462⼈）
②社会とのつながりを回
復したと感じた割合
80％
③精神的に安定して前向
きになった割合 80%
④次のステップへ⼀歩を
踏み出した⼈数 5名

①参加者数のカウント
②参加者への聴き取り
③参加者への聴き取り
④⼀歩を踏み出した⼈の
カウント

①社会とのつながりを失った若者に対し、農業体
験とお試しカフェの研修の場を提供する。
②社会とのつながりを回復する。
③精神的に安定する。前向きになる。
④⾃⽴に向けて次のステップ（求職活動）へ⼀歩
を踏み出す。

引きこもりその他



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

⽇々の活動ごとに感想を書いてもらうほか事業終了時にアンケート調査を実施、スタッフからのフィードバックも⾏った。⽇々接していると変
化を⾒つけにくいものだが、聞取り・アンケートによって本⼈の中では周囲が想像していた以上の成⻑があったことが分かった。

コロナ感染拡⼤の状況を⾒ながらの開催だったため当初の計画より実施回数や参加⼈数は少なかったが、接客研修をしてみたい・カフェ運営に
関わるお⾦のながれを学びたい、などの意欲的な声が参加者からあがり、充実した内容で⾏うことができた。コーヒーの淹れ⽅から始まり、メ
ニュー開発や調理実習を⾏った。地域の飲⾷店経営者から直に話を聴いたり、地域の特産グルメの作り⽅を教えてもらったりといった活動もし
た。参加者も明るい表情が⾒られた。参加者同⼠が⾃主的にミーティングをし、何をやりたいか、何を勉強したいかを話し合いながら進めるこ
とができた。実施後も振り返りの場をもち、次はこうしよう、など話合いながら進めることができた。コロナ禍でお客を呼ぶことが難しい状況
もあったが、就労⽀援から帰ってきたメンバーにも提供するなど、利⽤者同⼠のよい交流や・やりがいづくりにもなっている。

事業実施以降に⽬標とする状況
・福島県、特に県中地域において、ニートひきこもりの⽅が社会から孤⽴せずに社会参加し、⾃⼰肯定感が向上できている状態。
・家族会により、親御さんら家族や地域の⽅が、⼦どもらとの接し⽅について理解を深めている状態。
・セミナー開催により、地域の⽅が若者の置かれている現状について理解を深めている状態。

⑤保護者会に関して、2021年3⽉と2021年9⽉に、保
護者会（家族会）を開催した。講師（⾃⽴⽀援団体の
代表や、⽇頃⼀緒に活動しているシニアボランティ
ア）を招き、⼦らとの接し⽅や家庭での様⼦、活動参
加時の様⼦などについて意⾒交換や情報共有を⾏っ
た。親御さんの理解と協⼒が⼤変重要になってくる。
お互いに理解を深める良い機会となった。参加者から
は「⼦どもを信頼すること、待つこと、⼦ども⾃⾝が
決定すること、などたくさん良い話が聞けました」と
の感想があった。
⑥⼀般向けのセミナーに関して：若者の置かれている
現状や地域でできることについて、講師から講話を聴
いた後、会場でトークセッションを⾏った。リアル参
加とオンラインのハイブリットで開催。⼀般の⽅に加
えて、企業経営者、⾏政、⽀援者、保護者、当事者等
の幅広い⽅々の参加があった。地域の様々な⼈が集ま
り、⼀緒に考えることができ⼤変良かった。アンケー
トの⾃由記述では「具体的で、ひきこもりからの回復
には、何が重要で何が必要かを明確に⾃覚できた」
「⾃分が知らない世界だったので勉強になった」との
感想が寄せられた。保護者へ話を聞くと、参加するよ
うになってから以前より積極的になった、その⽇の活
動の様⼦を家族に話すようになった、など参加者に変
化がみられた。
【保護者会】アンケート結果・概略
配布時期：2021年3⽉6⽇
配布枚数：15⼈／回答者数：13⼈／回答率：86.6％
配布時期：2021年9⽉11⽇
配布枚数：10⼈／回答者数：9⼈／回答率：90％
【⼀般向けセミナー】アンケート結果・概略
配布時期：2021⽉2⽉6⽇
配布枚数：110⼈(会場参加59⼈、WEB会議システム
参加51名)／回答者数：38⼈／回答率：34.5％

⑤家族らが⼦どもらとの
接し⽅について理解を深
められたと感じた割合
79.5%（令和3年3⽉実
施：92%、同年9⽉実
施：67%）
⑥若者の置かれている現
状について理解を深める
ことができたかについ
て、「セミナー内容が理
解できた」95%、「今回
のセミナーを同じような
⽴場にある⽅に⼈にも薦
めたい」87%

考察等

いわゆるニートやひきこもりと⾔われている⽅が、農作業体験やお試しカフェ研修への参加をして、社会とのつながりを感じたり、⾃⽴に向けて⼀歩を踏み出すことへのサポートができ
たと感じる。1年間を通じてじっくり参加することで、安⼼した状態で次のステップについて考えられる機会にもなったと思われる。実際、就職や職業訓練受講などを始めた⽅がいた。保
護者会では、⼦どもの接し⽅について講師にお話を聴いた後、職員も交えて、⽇頃の様⼦や今後に向けて和やかな雰囲気でお話をすることができた。⼀般向けセミナーでは、地域の⽅
（⼀般、企業経営者、⽀援者、当事者、保護者）の⽅が集い、若者の置かれている現状や地域でできることについて理解を深めることが出来たと同時に、困難を有する若者の⽀援の地域
でのネットワークの強化にもつながったと感じる。成果や⽬標値についても計画通りに進めることができた。

農作業体験

ほぼ計画通り

農作業の機会が増え72回実施。実施回数及び参加者数も当初の計画を積み増す形になった。参加者は様々な農作業を体験することができた。ま
た、市⺠菜園での農作業は、参加者と地域の⼈との交流の場や、地域の⽅に活動に興味を持っていただく機会になった。当初計画では週1回の開
催だったが、⾃分のペースで取組める農作業はニーズが⾼く週2回程度の開催に変更。新規で農作業への参加を迷っている⽅を交え、有志メン
バーでの農作業も臨時開催した。

概要

⑤家族らが⼦どもらとの
接し⽅について理解を深
められたと感じた割合
70%
⑥若者の置かれている現
状について理解を深める
ことができた割合 70%

⑤家族らが⼦どもらとの
接し⽅について理解を深
められたと感じる⼈数・
割合をアンケート実施
⑥セミナー参加者で、若
者の置かれている現状に
ついて理解を深めること
ができた⼈数・割合をア
ンケート実施

⑤家族らが⼦との接し⽅について理解を深める。
精神的に安⼼する。
⑥地域の⽅が若者の置かれている現状について理
解を深める。

引きこもりその他

お試しカフェ研修

ほぼ計画通り

活動 進捗

農作業とお試しカフェの参加者に聞取り

計画通り

2回開催した。それぞれ講師を招き、⼦との接し⽅について学ぶ良い機会となった。コロナ禍で親御さんも⼦どもを⼼配して不安になりがちだ
が、参加して安⼼した表情が⾒られた。

家族会
計画通り

⼀般向けセミナー 計画通り
講師を招き、講話を聴いた後に会場でトークセッションを⾏った。若者の置かれている現状や地域でできることについて様々な⼈が集まり、意
⾒交換をすることができた。地域で若者を⽀えていくことについて理解を深め、連携していく機運が盛り上がったと思う。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

地域の⽅とのつながりを強化することができた。例えば、農作業体験では、地域の農業者の⽅とのつながりができた。カフェ研修では、カフェ経営者に講師をしていただいたり、ご当地
グルメ（郡⼭グリーンカレー）を作成した。また、農作業体験で収獲された農作物を使ったメニュー開発を⾏うことができた。セミナーでは、地元企業経営者団体や社会福祉法⼈、⼼療
内科医との共催でおこなうことができ、つながりを⼀層強化することができた。農作業現場でもらった規格外野菜など事務所に持ち帰り、農作業に参加していない⼈にも共有すること
で、これまで外で⾏う作業には参加していなかった利⽤者が農作業に興味を持ったり、参加者同⼠のちょっとした交流の時間になったりと、参加者同⼠の雰囲気醸成にも繋がった。



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

内容

就業規則・給与について本格運⽤開始後に掲載を予定。

カフェ研修の講師

②ガバナンス・コンプライアンス体制

⼀部未公開

変更があり報告済

状況

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。

整備中
コンプライアンス規程、公益通報者保護に関する規程、利益相反管理規程、倫理規程、経理規程、⾦銭出納規程、印章取扱規程、情報公開規
程、⽂書管理規程、リスク管理規程、監事監査規程、事務局規程について理事会で承認後、運⽤開始。就業規則・給与規定については、内容
の⾻⼦を作成、理事会の承認を受けて試験的な運⽤を実施中。実務上の調整事項で令和4年度（令和4年4⽉以降）に本格運⽤開始予定。

事業開始前は、コンプライアンス規程、公益通報者保護に関する規程、利益相反管理規程、倫理規程、経理規程、⾦銭出納規程、印章取扱規程、情報公開規
程、⽂書管理規程、リスク管理規程、監事監査規程、事務局規程、給与規定はなかった。今回、各種規程の⾒直し・策定を内部でディスカッションし、実運⽤
に即した規程となるよう検討した。最終的に理事会の承認をうけて、適切な組織運営ができる基盤を整えることができた。

地元農業者
カフェ経営者

農作業体験の受け⼊れ（3つの農園に協⼒いただいた。通年の協⼒体制が少しずつ進んできた）

課題を取り巻く変化

対象者を取り巻く環境はコロナ禍で2極化している。外に⼀歩も出られなくなったひとがいる⼀⽅で家族との確執から家にいられないという⼈がいる。コロナ禍により、社会とのつながり
を維持することが難しくなっている状況の中で、コロナ対策を⾏いながら農作業やカフェ研修を実施した。活動を通じて、対象者が社会の様々な⽅とつながりを維持することができた。
活動の場所があることが、利⽤者の社会参加の意識や精神的にも安定につながったと思われる。

福島県中⼩企業家同友会郡⼭⽀部
社会福祉法⼈郡⼭コスモス会
コスモス通り⼼⾝医療クリニック

若者の⾃⽴を考える親と地域のためのセミナーを共催で開催
同上
同上

連携先 実施内容・結果

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

今回、規程を整備し、設置。

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
団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた。

96.5%

97.3%
管理的経費 93.0%

事業費
直接事業費

4,018,375 3,875,797合計

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）

読売新聞（2021年1⽉18⽇）「ひきこもりやニートの⽅の就労⽀援」 農作業体験の様⼦についての記事
福島⺠報（2021年2⽉12⽇）「若者の⾃⽴⽀援を学ぶ」  ⼀般向けセミナー「若者の⾃⽴を考える親と地域のためのセミナー」開催について
の記事

農作業体験＋お試しカフェ研修の参加者募集チラシ
フリーマガジンに農作業体験＋お試しカフェ研修の参加者募集記事の掲載
「若者の⾃⽴を考える親と地域のためのセミナー」参加者募集チラシ

・保護者会のアンケート集計結果 ・セミナー実施報告書（アンケート含む） ・農作業体験＋お試しカフェ研修の参加者アンケート集計結果

上記、セミナーチラシへの掲載

内容

補⾜説明

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
3,252,715
765,660

実績額
3,163,879
711,918

執⾏率



Ⅻ. その他

⾃由記述

⽉1回、資⾦分配団体とWEB会議システムを通じて⽉次報告をする機会があった。直接、事業に対するアドバイスをいただいたり、実施上の疑問を解消をすることができた。コロナ禍において孤⽴しがちな⽅への⽀援活動を⾏うこ
とができた。
引きこもりは本⼈の問題だと誤解されがちだが、実際には親との関係性・⽣育環境・周囲の環境が背景にあり、特に当事者家族が親⼦の関係性・コミュニケーションなどを⾒直していくことは、本⼈の⾃尊⼼・⾃⼰肯定感の回復
に不可⽋である。コロナ禍では外出しにくさからくる居場所の減少だけでなく親との確執も深まりがちだが、本事業実施を通じて居場所の提供だけではなく親の会や地域企業等も参加するセミナーも開催することで、引きこもり
の原因を本⼈の問題だと帰結するのではなく、その背景にある課題を家族が理解することや、就労について地域全体で考えていくことにもつなげることが出来た。また、本事業のカフェ・農作業では活動に共感・賛同・協⼒して
くださる地域の⽅（カフェ・オーナー、農家の⽅など）とも新たに繋がることができ、今後も⽀援活動を引き続き展開する上で、地域とのネットワークを深める⼤変良い機会になった。


