
Version 3.0
⽇付： 2021年12⽉13⽇

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

⽣活困窮者 就業困難

⽣活困窮者
学習機会の
不⾜/格差

⽣活困窮者
学習機会の
不⾜/格差

⽣活困窮者
学習機会の
不⾜/格差

就業困難⽣活困窮者

実施時期: 2020年 12⽉〜2021年 11⽉
事業対象地域: 全国
事業対象者: 困窮⼦育て世帯

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 困窮⼦育て家庭の親向け就労⽀援事業事業
資⾦分配団体名: READYFOR株式会社
実⾏団体名: NPO法⼈キッズドア

事業実施概要

コロナで影響を受けた保護者に向けて、IT系プログラムを始め就労⽀援を⾏う。
コロナの影響により、飲⾷や観光業の回復はまだまだ先であり、今苦境にある保護者には、新しいスキルを⾝につけ、仕事の幅を広げて1⽇も早く収⼊を増やすことが必要である。本事業でITスキルを⾝につけれ
ば在宅でも働くことができ、感染が広がっても休業などの不安もなく働ける。また⽐較的短期間のトレーニングで収⼊アップにつながり、国の⽀援制度とは違う新しい就労⽀援事業となる。IT関連の仕事で今の⽣
活を安定させるとともに、⼦どもが必要な教育を受けられるようになることで貧困の連鎖を予防することができる。

課題設定、事業設計に関する振り返り

困窮⼦育て家庭は、そのほとんどがワーキングプア状態である為仕事をしながらのスキルアップや就労⽀援を受けたいというニーズが⾼いが、現在ハローワークや国のひとり親向けの⾼等職業訓練制度などは看護
師や保育⼠、介護⼠などの資格取得が前提であり、そのために仕事をやめて通学する必要があり、多くの⾮正規ひとり親の就労⽀援ニーズとマッチしていない。そこで、困窮⼦育て家庭のひとり親または保護者が
参加しやすい就労⽀援を設計した。

IT化が進む中、お⾦が無い為にPCを購⼊することや、PCスキルはあるものの資格取得することが難しいという現状の為、就職やキャリアアップの機会が損失していると想定し、PC付与や資格試験の受験資格を給
付を実施。オンライン就労⽀援「わたしみらいプロジェクト」では、IT関連のサポートから、⼥性のキャリア教育や、⼥性の働き⽅・再就職を⽀援している講師や専⾨家とともに、対象者へオンライン就労⽀援プ
ログラムを開発し実⾏した。

MOS・コンタクト検定受験資格配布では希望者も多く、期⽇までに受験そして資格取得に繋げられるよう、フォローサポートを実⾏した。

PC貸与に関しては需要が⾼く、当初は12台予定だったが、予算の編成もあり18台配布を実施。

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

困窮⼦育て家庭の保護者300⼈以上がキャリ
ア教育セミナーを受けキャリアアップに意欲
を持っている

参加⼈数 300⼈ 各種セミナー参加⼈数
合計352⼈
EC業界セミナー：63⼈
デイトラプロジェクト説明
会：116⼈
MOS・コンタクト検定説明
会：105⼈
⽉3万からはじめられる、お⺟
さんのための起業講座：68⼈

業界セミナーなどに参加したことにより、「仕事関連のセミ
ナー⼤変有り難い。いざ探そうとすると30代までですねと⾔わ
れる事が多く、今回のように探せば(職は)あると聞き希望が持て
ました。」質疑応答で「EC業界の仕事の探し⽅が聞けてよかっ
た。探してみます」という声があった。MOS・コンタクト検定
説明会には多くの⽅が参加し、受験費⽤補助の有効性が検証で
きた。

修了後に⾏ったアンケートでは、「仕事⾯でもステップアップ
できた」という⽅が56%も確認でき、本プログラムをきっかけ
に、4⼈が復職や、転職につながった。
また、プログラム終了後更なるステップアップを⽬指して、資
格取得やハローワークの就労⽀援などに進まれた⽅が11名い
た。
終了後のアンケートでは、当プログラムは「とても優れてい
る・優れている」との回答が91%と⼤変⾼かった。

⾮正規ひとり親家庭の保護者にも、それまでのキャリアや学
歴、家庭状況などが多様であり、すぐ就職にむずびつく⽅と、
そうではない⽅がいらっしゃることがわかった。参加者の属性
などから、学歴が⼤学卒業で、初職が正規雇⽤の⽅などは、出
席率も⾼くスピード感を持って⾏動にうつされる⽅も多いが、
最終学歴が⾼卒や中卒の⽅や正規雇⽤の経験がない⽅などは、
履歴書や職務経歴書の作成などで苦労をされていると推測され
る。コロナの影響が⻑引く中で、飲⾷業や観光業、販売職など
の職歴が⻑い⽅は、違う職種、業種にチャレンジすることに抵
抗感がある様⼦もうかがえた。特に、そういう⽅々は⾃⼰肯定
感も⾮常に低く、本プログラムに参加することで徐々に意識に
変化は⾒られたが、収⼊アップのために、今のパートをやめて
思い切って転職するなどの１歩を踏み出すまでには時間がかか
ると思われる。また、企業説明会などで興味を持っても、通勤
できる範囲で事業所がないなど、地⽅の⽅の就職や転職はさら
に難しいと思われる。また、2〜３割の⽅は、メンタル不調や保
護者⾃⾝に発達障害があるなど、⼀般の就職活動に馴染まない
⽅もいらっしゃると感じた。このような⽅々の中には、⾃ら気
付き、ケア付き就労⽀援などに移⾏される⽅もいらっしゃっ
た。

①オンライン就労⽀援「わた
しみらいプロジェクト」を
2021年2⽉〜6⽉で実施。52⼈
が受講。

②14⼈が企業への就職活動申
込を⾏い、うち4⼈が契約社
員、パート・アルバイトへ就
職、転職、収⼊増を達成。

①50⼈

②50⼈

①50⼈以上の保護者がオンラ
イン就労⽀援を受けている。

②受講者が収⼊アップを図っ
ている

50⼈以上の保護者がオンライン就労⽀援を受
け、収⼊アップを図っている

ITプログラムの無料配布 配布⼈数 100⼈ RaiseTech(5名)、デイトラプ
ロジェクト(10名)、MOS・コ
ンタクト検定(122名)が、オン
ラインにて勉強会やプログラ
ムに参加。

そもそもITスキルのない⽅には、意欲やニーズ（失業中など）
が⾼くても、オンラインプログラムのみでは技術の習得が困難
であることがわかった。保護者への寄り添いや個別指導などの
⼿厚い⽀援が必要であり、向き不向きもあるため、やはり専⾨
家の指導が重要である。

 50⼈の保護者がMOS資格などの資格を取得
している

MOS・コンタクト検定試験資
格取得⼈数

保護者50⼈が資格取得 計55⼈の資格取得を達成。
MOS44名
コンタクト検定11名

122⼈対し、MOS・コンタクト検定の受験資格を無料配布。
MOSは44名、コンタクト検定は11名の合格者数となり、合計で
55⼈が資格を取得した。受験者からは、「勤めていても、何か
取得に向けて学習すると、⾃⾝の成⻑にも繋がり、⼦供にもい
い影響がありました」や「何歳になっても学ぶことは⼤切だと
思った」などと、当取り組みを通しての喜びや気づきの声が確
認できている。

12⼈がPCを利⽤できるようになっている PC貸与⼈数 12⼈ PC18台を無償貸与 15⼈はPC貸与により、6⼈MOSの合格へと繋げることができ
た。「これまでスマホで何とかやってきたものをＰＣがあるだ
けで⽣活が変化した」といった声があった。困窮家庭へのPCの
配布の重要性が浮き彫りになった。
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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

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

事業実施以降に⽬標とする状況
困窮⼦育て家庭の保護者300⼈以上がIT関連のキャリアアップに取り組み、80⼈以上がトレーニングや資格取得に参加している。12⼈は新たにPCを⼊⼿して、情報インフラに繋がり、それによりQOLの向上が⾒
られる状態。

就労トレーニングの協⼒企業が5社以上にある 協⼒企業の会社数 5社 就労⽀援プログラムの最後に
は、就労トレーニングの⼀環
として企業相談会を実施。企
業5社にご協⼒いただいた。
・株式会社パソナ
・トランスコスモス株式会社
・株式会社 CaSy
・ココネット株式会社
・ＳＯＭＰＯケア株式会社
等

困窮⼦育て家庭の⺟親、特に40代、50代の⼥性は、「⾃分は企
業に求められておらず、正規雇⽤は難しい」という意識が強い
が、⼈⼿不⾜の⼈材派遣業界やニーズが拡⼤している⼥性ドラ
イバー配送会社、介護業界、コールセンター業界などでは、⼦
育てがひと段落した⼥性への⾨⼾を広く開いている。ミスマッ
チを解消することで、ひとり親の就労改善につながると感じて
いる。

オンライン就労⽀援プログラム

計画通り

オンラインで⾃らのキャリアの在り⽅を考え、⾃らの就労改善に取り組むプロジェクトを企業の協⼒を得て実施。第1期は21年2⽉より隔週（およそ⽉2回）を
すでに6回実施。合計220名（延べ432名）の保護者たちがキャリアセミナーを受講している。化粧品関連の企業と協⼒し、講座の⼀つとしてオンライン⾯接に
対応したメイクアップ講座を実施したり、キャリアコンサルタントと個別相談が企業と相談会を実施し、⾃らにあった企業を⾒つけてもらう機会を⽤意。（す
でに6社が参加予定）今後、2期⽬を実施すべく現在準備をしている。

IT系プログラムの無償配布

 50⼈の保護者がMOS資格などの資格を
取得している

計画通り

IT系のプログラムについては、Wordpressでの副業の為のオンラインプログラムとwebデザインなどのオンラインプログラムを計15名に対し配布した。当取り組みは、「⽐較
的困窮度の⾼いひとり親」を選択し実施。⽉に⼀回、夜の時間帯に「もくもく会」という、オンライン上ではあるが他の参加者と⼀緒に勉強時間を過ごす時間(2時間程度)を
設け取り組んだ。

考察等

・当事業の取り組みで⾒えて来た困窮⼦育て世帯の状況については、シングルマザーの⽅の参加が多い。そして彼⼥たちは、離婚や⼦育てへの不安が強いことが分かって来た。例えば、「孤独や不安がある」と回
答した⽅が、89％（全1747名中、1972名）になった。その為IT系などのスキル獲得も勿論必要ではあるが、先ずは彼⼥たちに就労改善に向けて、前向きな姿勢になってもらう必要があることが分かった。そこで
隔週の講座内にて、ブレイクアウトセッションの取り組み(10分〜20分程)にて、⾃⾝の強みや⾃⼰紹介をするなどのを⾏い、⾃らを⾒つめ直す機会を⽤意すると、「いつも参加すると、⾃信のなかった私が、⾃信
もらえて、笑顔になって、周りの視界が明るくなりました」といった声を頂戴するようになった。
・困窮⼦育て世帯の保護者は、⼦どもの教育を優先し、⾃分のキャリアアップのためにお⾦を使うことをしないので、テキスト代も含め、完全無料であることが重要である。また数千円の資格取得の受験料などを
⽀給することで、⾃ら勉強し資格を取得する⽅も多くいらっしゃることがわかった。資格取得を含め完全無料の就労⽀援の拡⼤や、検定料の補助などの⽀援のニーズが⾼いと思われる。

活動 進捗 概要

オンラインキャリアセミナー

計画通り

困窮⼦育て家庭の保護者にむけて、⽉に1キャリア教育セミナーを開催。IT業界に関するセミナーや、資格取得をしさらなるステップアップへ繋げる為の
MOS・コンタクト検定などを実施。300⼈以上がキャリア教育セミナーを受けキャリアアップに意欲を持っている 。

協賛企業の開拓
計画通り

協⼒のご了承をいただいた企業は、現状計9社。就労⽀援プログラム内のメイクアップ講座や企業相談会への協⼒、参加者募集など様々な形でご協⼒いただいている。

資格試験の無償提供

計画通り

MOS試験を93名、コンタクト検定を28名に配布した。2021年4⽉より応募者に配布をし、10⽉までに受験していただいた。また、そのうち18⼈に対してPCを配布した。受験
率がなかなか上がらない状況から、メーリングリストを作成し、毎⽉状況確認のアンケートを⾏い、その内容から不安点や質問内容がある際は、メールにて個別のやり取り
を⾏った。

PC配布

計画通り

MOS・コンタクト検定受験者に向けて、18台PCを配布した。PCスキルにはばらつきがあった為、使⽤⽅法などの質問もあったが、個別に対応することでPC
利⽤につなげた。また、資格取得の為だけではなく、その他弊会開催のキャリアセミナーやオンラインイベントにも参加いただいた。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

当事業の取り組みで⾒えて来た困窮⼦育て世帯の状況については、シングルマザーの⽅の参加が多い。そして彼⼥たちは、離婚や⼦育てへの不安が強いことが分かって来た。例えば、「孤独や不安がある」と回答
した⽅が、89％（全1747名中、1972名）になった。その為IT系などのスキル獲得も勿論必要ではあるが、先ずは彼⼥たちに就労改善に向けて、前向きな姿勢になってもらう必要があることが分かった。そこで隔
週の講座内にて、ブレイクアウトセッションの取り組み(10分〜20分程)にて、⾃⾝の強みや⾃⼰紹介をするなどのを⾏い、⾃らを⾒つめ直す機会を⽤意すると、「いつも参加すると、⾃信のなかった私が、⾃信も
らえて、笑顔になって、周りの視界が明るくなりました」といった声を頂戴するようになった。

現在、国の施策としては、ひとり親向けの⾼等職業訓練促進給付⾦等事業や、ハローワークの求職者⽀援制度などがあるが、⾮正規で働くワーキングプアのひとり親等には、⼤変ハードルが⾼く、利⽤が難しいと
いうことがわかった。また、看護師や保育⼠、ITプログラミングなどの特別な資格を持っていなくても、⼈⼿不⾜の業界では⼦育て中の⼥性の採⽤に積極的な企業もあることがわかった。また家事代⾏やネット
スーパーの配送、コールセンターなど、主婦や⼦育ての経験が評価されることも⾒えてきた。オンライン就労⽀援は、移動がなく⾃宅から⼦どもと⼀緒に参加でき、⼦育て中の⼥性には特に有効であることもわ
かった。

国の就労⽀援事業の新しいメニューとする、または企業などの社会貢献事業とするなど、「わたしみらいプロジェクト」のようなオンラインの就労⽀援事業を、より多くの⼥性が無料で受けられるようになること
を⽬指す。キッズドアとしては年間4回程度を無料で開催（30〜50名×3か⽉）できるような体制

課題を取り巻く変化

困窮⼦育て世帯の保護者、特にひとり親の中には、精神的にも経済的にも追い込まれている⼈や、精神疾患になってしまう⽅も多く、⾮常に厳しい状況におかれている⽅々も⼀定数おり、オンラインのみでのサ
ポートは⾮常に難しい。デジタル、IT、AI化が進む中で、端末機器やWi-Fiがないことで、対象となる緊急⼩⼝や奨学⾦等の情報へのリーチが難しく、⽣活⾯でも⼤変厳しい状態があるため政府への⽀援を求めて
いるが、引き続き厳しい状況におかれている。PC貸与は、引き続き取り組んでいく。このような困窮⼦育て世帯の保護者はワーキングプア状態であるために、働きながらの転職・就職活動が難しい。だからこ
そ、働きながら受けられる”無料”の就労⽀援の必要性を知ってもらう為に、現在は企業や政府との勉強会(「困窮する⾮正規ひとり親等の就労⽀援のあり⽅についての勉強会」)を始めている。

オンライン就労⽀援プログラムは、継続的でかつオンラインでの講座は参加者にとって負担が⼤きいかと思ったが、参加いただいた⽅からは「⼀歩を踏み出す勇気につながった」といった声も多数届いており、ま
た11名がその後のステップアップのためのアクションをとるなどといった成果も出ている。
2021年度に他厚⽣労働省等の助成⾦も取得できプラス250⼈に対して就労⽀援を⾏うことができる。
以下当就労⽀援に関する記者会⾒を⾏い、多くのメディアに取り上げられることで、ひとり親家庭等への就労⽀援の必要性を社会に訴えてきた。
2020年 9⽉24⽇（⽊）「コロナ禍で減収した保護者へのITスキル養成プログラム無償提供プロジェクトのご案内」 於：厚⽣労働省記者会⾒場
2021年1⽉13⽇（⽔）「コロナ禍でさらに困窮している貧困家庭の状況についてのアンケート結果発表と 保護者からの訴え、⽀援プログラムについて、そして政府への提⾔について」於：厚⽣労働省記者会⾒場
2021年9⽉2⽇（⽔）「困窮⼦育て家庭の現状についてのご報告と⾮正規ひとり親等への就労⽀援プログラムの成果と今後の展開、⽀援を受けた当事者の声」於：厚⽣労働省記者会⾒場

さらに、制度化に向けて、2021年10⽉より、NPO、企業、研究者などを委員とし、厚⽣労働省や内閣府、⾏政のご担当者などにオブザーバー参加をいただきながら「新しい就労⽀援のみらいを考える勉強会〜⾮
正規⼥性・ひとり親等の就労⽀援のあり⽅について〜 を⽉１回実施している。

公益財団法⼈あすのば 〃
⼀般財団法⼈東京都ひとり親家庭福祉協議会 〃
株式会社ポーラ オンライン就労⽀援「わたしみらいプロジェクト講座」にてメイク講座、化粧品のご協⼒

連携先 実施内容・結果

株式会社Will Lab オンライン就労⽀援「わたしみらいプロジェクト講座」講師にてご協⼒
認定NPO法⼈しんぐるまざあず・ふぉーらむ オンライン就労⽀援の受講⽣募集、周知の広報協⼒



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

Ⅻ. その他

420,000 420,000 100.0%
合計 9,898,000 9,898,000 100.0%

計画額 実績額 執⾏率

事業費
直接事業費 9,478,000 9,478,000 100.0%
管理的経費

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの
▼就労⽀援プログラム：わたしみらいプロジェクトHP
https://kidsdoor-family-support.jp/watashimirai.php

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）
就労⽀援プロジェクトHPへのバナー掲載 https://kidsdoor-family-support.jp/watashimirai.php

4.報告書等
なし

補⾜説明
※21年10⽉11⽉分の⼈件費(科⽬：給料⼿当、通勤費、法定福利費)につきましては翌⽉12⽉24⽇に⽀払いされる為、精算処理時期が12⽉末もしくは2022年1
⽉初旬予定。不⾜分は弊会にて補う。

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）

▼｢PCもネットも電⾞代もない｣コロナ失業した⼦育て貧困家庭を待ち受ける再就職の壁/Business Insider JapanJan. 14, 2021, G48
：https://www.businessinsider.jp/post-227879
▼困窮のひとり親家庭オンライン“就労⽀援”(⽇テレNEWS24 9/2(⽊) 18:03配信)
：https://news.yahoo.co.jp/articles/f15fbfde74e55cba79945dda034aae0194d1e0ca
▼「⼥性の味⽅」で企業も輝く(⽇経MJ 7/30記事)
：実際に応援企業としてご協⼒いただいているパソナグループ様の取組内容記事です。
 (※添付PDFファイルにて提出)

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
JANPIA様の窓⼝を利⽤

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

⾃由記述

コロナ緊急⽀援にて今回ご⽀援いただき、「オンライン無料就労⽀援」という先進的な取り組みを実施することができました。おかげさまで他厚⽣労働省の助成⾦へと繋げることができ、現在では約250⼈の困窮家庭の親向けに⽀援活動を⾏うことがで
きています。また、当就労⽀援だけではなく他にも「困窮する⾮正規ひとり親等の就労⽀援のあり⽅についての勉強会」など、様々な取り組みをすることができております。今後の制度化に向けた国への働きかけができているのは、本助成⾦があったか
らです。深く感謝しております。この度は誠にありがとうございます。

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

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。 現状、特に問題ございません。

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


