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ソーシャルデザイン。

それは、この社会に生きる人々の「つながり」や「創造の力」で、

社会の問題を解決していくための取り組みを総称します。

スマスタは、企業や行政の経営課題・事業課題を、研究や実践をもとにした

デザインの力で解決し、あらゆる境遇の人々が「ふつうのしあわせ」を

感じることができる社会づくりを仕事にしています。

企業デザイン・公共デザイン・教育デザインの 3 つの領域を軸に、

クライアントとなる企業や行政の経営課題・事業課題を解決に導く戦略立案と

その実行をソリューションとし、これまで、企業ブランディング、新たな

公共事業モデル開発、キャリア教育プログラム開発など、生き残りをかけた

経営戦略の一環としてのさまざまな提案と実践に励んで参りました。

働くことに悩み、立ち止まった若者が、仕事を通して自信を取り戻し、

明日もまた頑張ろうと思えるような前向きなパワーを与えられる場所をつくること。

高校生など次の時代を担う若い世代が、厳しい社会変容の中でも、

たくましく創造的に生き抜くことができる場所や機会をつくりだしていくこと。

顧客、従業員、社会全体から愛され必要とされる企業・組織づくりのパートナーであること。

一杯の日本茶を通して、若者の雇用を生み出すこと。

スマスタの仕事は、「働く」「仕事」に関するあらゆる領域を横断しています。

この冊子は、そんなわたしたちの日々の活動の記録をまとめたものです。

日々変化していく社会の課題に対して、常に答えを探し続けるわたしたちなりの

活動を最後までご覧いただけますと幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スマスタスタッフ一同
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縁就活
Pick Up Project 1

既卒生・第二新卒生におくる
ひとりで戦わない仕事さがし 詳細は22ページへ

「ここに来たら“ひとりじゃない”と
 　　　　　実感することができた。」

大阪府では、大学を卒業する 5 人に 1人が、安定した職につかず卒業しています。彼らは採用

活動に敗れた残念な若者でも、能力が劣っているわけでもなく、働く理由・動機と真剣に向き

合い、仕事に理念・やりがいを求めている若者たちです。一方で従業員 300人未満の中小企業

では 3.59 倍の求人があり、それぞれが若手人材の採用に力を入れています。そんな中、ナビ

サイトや募集要項だけでは多くの企業情報の中で埋もれてしまい、本当に伝えたい「サービス

や商品にかける思い」や「社員一人ひとりの魅力」「家族のようなあたたかい職場」といった数々

の魅力を若者たちに効果的に伝える機会がありません。この状況を踏まえ、自然な形で既卒生と

中小企業、双方の縁をつなぎ、マッチングを図るプログラムとして「縁就活」を開発しました。

都合に合わせて「縁就活スポット講座」に参加／富田谷愛果さん

自分ひとりでの就活は、どんな仕事があって、どんな業種が自分に合うかわ

かりきっていないなかで進めていたこともあって、 もどかしさや不安を感じ

ていました。

縁就活に参加したのは、Facebook 上でたまたま見つけたのがきっかけです。

仕事に限らず、社会や働くことそのものについてまで踏み込んで学べるプロ

グラム内容や、講座にきてくれる企業の方ともカフェでお茶するくらいの近

さでやりとりができる距離感が印象に残っています。

そうした環境だったからこそ、従来の企業研究や就職活動では見えないとこ

ろが自然と見えてきて、自分のなかで「働くこと」を考える視点が増えました。

プログラム全体を通じて、「自分ひとりじゃないんだ」と強く感じることがで

きたのが大きな支えでした。
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人生に必要な仲間や学びとの縁をむすぶ
縁就活の会場であるハローライフでは、働き出してからも学びになるイベントを常時

開催。縁就活のプログラムに参加した卒業生たちが仕事終わりにイベントに参加し、

その後は近況報告を兼ねた同窓会になることもしばしば。縁就活への参加をきっかけに、

人生に必要な仕事や仲間、価値観、学びに出会い、プログラム後も続く「縁」が生ま

れています。

Point 2

企業の採用担当者と求職者がフラットな関係で出会えるよ

うに、場をつくりだすファシリテーターが進行に入り、企業と

参加者の交流会を実施。面接のように一対一の緊張感がある雰

囲気ではなく、カフェで話をするかのような雰囲気で企業担当者と

関わることができるため、求職者も落ち着いた気持ちで会に

参加することができます。

採用担当者と求職者の自然な出会いの場を設定

Point 1

既卒生が抱えている就職活動の問題の一つとして、在学中での

就職活動に比べて就活を共に頑張る仲間がいないことが

あげられます。「縁就活」ではグループワークを通して、

参加者同士が互いの長所や特徴を発見し合い、応援し合える

ような関係づくりを行います。

共に就活に励む仲間づくり



大阪ビジネステーマパークプロジェクト
Pick Up Project 2

3 万 5,000人のワーカーが集うビジネス街が、
「働く」のテーマパークへ。
OBP（大阪ビジネスパーク）は、大阪城公園に隣接し、26haの敷地を誇る自然豊かなビジネス街で、

およそ 3 万 5,000 人が働いています。今から 30 年程前の街びらき当時は、「働きたい街

No.1」と評価された程の盛り上がりを見せていましたが、近年、梅田・中之島・天王寺といった

ターミナルエリアの新たな都市開発が進む中で、今もなお、民間主導で独自の街づくりを行う

OBP もかつてほどの活気がなくなってきました。そこで、この OBP の街を再び「働きたい街

No.1」にするための活性化の動きとして、大阪ビジネス“テーマ”パークプロジェクトが始動

しました。

「働く」だけではない可能性を見つけた大阪ビジネスパーク
「大阪ビジネスパーク」の街の名前の通り、これまでこの街を訪れる人の目的は「働く」

ことがメインでした。しかし、今回このプロジェクト実施期間中は、同じエリアで働く人と交流

しながら、さまざまなコンテンツに参加し、笑顔いっぱいで楽しむワーカーの姿を何度も目に

することができました。OBPの街が新たな街の魅力を見つけることに成功した社会実験でした。

Point 2

そんなワーカーから集められた声や、さまざまな民間企業との

コラボレーションによって、スポーツ、音楽、グルメ、ワークショップ等、

ジャンル豊かなコンテンツが完成。2015年10月に実施した4日間の

社会実験イベントでは、OBP のメインストリートである

「パークアベニュー」を完全歩行者天国化し、用意したコンテンツを

配置しました。その結果、4日間で、およそ4万5,000人の人々が

OBP の街を訪れ、大変な賑わいをみせました。

4日間で4万5,000人を動員したメインストリートでの社会実験イベント

Point 1

本プロジェクトでは、OBP で働く 3 万 5,000 人のワーカー

たちから、この街を活性化していくためのアイデアを募集する

ことから始めました。「働いている以外の時間ももっと充実さ

せたい！」「ワーカー同士で交流できる場所やイベントが欲し

い！」といったワーカーからのリアルな声を拾い上げながら、

OBPの活性化に必要な要素を洗い出していきました。

詳細は 50ページへ

ワーカーや企業とのコラボレーションによって実現した数々のコンテンツ
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「OBP の街が変わり始める、
  そんないい予感がした4日間でした。」

このプロジェクトが始まる前に、

実際に OBP で働くワーカーへのヒアリングを行いました。

そのヒアリングの中で OBP で働く一人の女性はこう言いました。

「OBP はビジネスの街だからね」と。

1970 年代に誕生したOBPは、まさにビジネスのための街でした。

民間企業のオフィスビルが立ち並び、ホテルや店舗が集積したこの街は、

国際的なビジネスの拠点として一躍有名になりました。そして、

「働きたい街 No.1」と称される程のビジネス街へと成長しました。

しかし、時は流れ 2000 年代。

かつてビジネスの街として注目されていたこの街は、いつしか“働く”

ことだけが強く残され、それ以外を目的に集う人の数が減るようになりま

した。街としての魅力を上手く発信できなくなってしまったOBPの街からは、

いつしか活気が失われていきました。

そんな街の異変に気づき、「このままじゃいけない！」そう言って、

声をあげたのはOBP に拠点を構える 11 社の民間企業でした。

こうして始まった「大阪ビジネステーマパークプロジェクト」は、

OBP を再び「働きたい街 No.1」へ輝かせるために、この街で働く

およそ3万 5000人のワーカーとともに、この街の未来について考え、

そのはじめの一歩となる社会実験イベントを実施しました。社会

実験後のアンケートでは、想いは持っていたものの、なかなか行動に

起こすことができなかったワーカーたちから、「OBP の街が変わり

始める、そんないい予感がしました。」という声が次々と集められ、

ワーカーにとっても、街にとっても、新たな一歩を踏み出す良い機会と

なりました。
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「どんな働き方をしたいかに気づく、
 人生の転機になりました。」

「進路が決まってから、ずっと悩みがあって。

  大学のAO受験、面接でいろいろ話したけど、

  その気持ちで入ってどんなことをしたいのか、実はわからなかった。

  何をしたいのか、そのために何を勉強したいのか。

  でも、仲間とたくさん時間を過ごして、いろんな大人の働く姿をみて、

  “あ、自分はこういう働き方をする大人になりたいんだな”って、

　自分がやりたいことが何なのか、ちょっとずつ見えてきた。

　高校生百貨店は、人生の転機のひとつだよ。」

活動最終日、春から大学進学を控えた、3年生からもらった言葉です。

就職を迎える高校生からは、こんな連絡が来ました。

「新しい目標ができた。今度は参加する側から運営する側に回りたい。

  いつか絶対、一緒にお仕事したい。」

実は、この高校生百貨店も、

他の教育事業の卒業生がサポートに携わってくれました。

こうやってどんどん次世代につながるのが面白いところなんです。

決まった教科書もないし、決まった先生もいないけれど、

どんなものも教科書になり、どんな人も先生になっていく。

そう捉え生き抜いていく力を 子どもたちの中に養っていく。

これぞ、スマスタのつくる「教育デザイン」のかたちです。

高校生百貨店
Pick Up Project ３

商品ひとつひとつがドラマ。
高校生がつくる、まちの魅力を発信する百貨店。
宮城県石巻・女川の高校生が、専門家からのレクチャー、フィールドワークなどのワークショッ

プを通して、地元の魅力ある商品を発掘するバイヤーとなり、生産者の「想い」や「背景」の発

信とともに、都市部にて販売会を実施するプログラム「高校生百貨店」。生産者からのヒアリング

をもとに、百貨店のコンセプトや空間づくり、販売方法やパッケージの開発などに挑戦することで、

高校生のアントレプレナーシップを育みます。同時に、生産者同士のつながりづくり、販路開拓

など自立に向けたサポートを高校生主体で行うことで、地域産業の復興・繁栄に寄与しています。

目指せ、高校生百貨店 in 47 都道府県！
高校生百貨店は保護者や学校、企業や生産者の方の満足度も高く、気仙沼や南三陸にも範

囲を広げた第 2弾の企画、小学生を対象とした実施や他地域からの出店依頼の声をいただ

いています。教育デザインで生み出すのはいつも、どの地域でも実施できるアレンジ自在

のプロジェクト。今後も全国を舞台に、社会を担う星たちを輝かせていきたいと思います。

Point 2

インタビューを経て知った、店や商品ができたきっかけ、震災

前後のエピソード、生産者自身の魅力などを伝えながら販売。

商品のひとつである「女川カレー」の炊き出しもおこない、振

る舞いました。遠方からの方、何日も通ってくださる方、感動

して涙を流す方まで！あたたかい声もたくさん届き、自分たち

がつくりあげたものに対して目の前で反応をもらえるこの仕組

みは、高校生の自信とキャリアの醸成に大きくつながりました。

まさに「遠く」を「近く」にした販売会。涙するお客さんも。

Point 1

百貨店で販売する商品を選ぶために、35 の生産者へ会いに行

き、実際に食べたり、製造工程を見学しながら、想いや背景の

インタビューを行いました。商品の知識だけでなく、働き方・

生き方を直接学び、笑ったり泣いたり驚きの連続。この体験を

踏まえて、百貨店のコンセプトを考案し、お客さんに届けたい

想いを表す手紙のかたちをしたロゴや「『遠く』を『近く』に

するお店」というキャッチコピーが生まれました。

高校生がバイヤーとなって、生産者のリアルを届ける。

詳細は 74ページへ



業務内容

ソリューション

スマスタのソリューション
企業デザイン・公共デザイン・教育デザインの3つの領域を軸に、

クライアントとなる企業や行政の経営課題・事業課題を解決に導く戦略立案とその実行が

わたしたちのソリューションです。

これまで、企業ブランディング、新たな公共事業モデル開発、キャリア教育プログラム開発など、

生き残りをかけた経営戦略の一環としてのさまざまな提案と実践に励んで参りました。

また、2013 年より、4 つ目の事業領域となる BtoC 事業（飲食事業）も展開しており、

店舗プロデュースや商品開発といった内容の業務も行っています。

プロジェクト、コンテンツ、プログラム開発・再生における 企画／マネジメント／

コンセプトデザイン／CI／VI／グラフィックデザイン／webサイト制作／映像制作／

店舗プロデュース／商品開発／PR／社会的課題へのアプローチに向けた プログラム構築・

運営／企業ブランディング／エリアブランディング 等。

会社概要

名　　称　NPO法人スマイルスタイル

設　　立　平成 20年 12月 25日

代表理事　塩山 諒　　Ryo Shioyama

理　　事　島田 彩　　Aya Shimada

　　　　　箭野 美里　Misato Yano

監　　事　烏野 佳子　Yoshiko Karasuno

社員人数　35人

業務内容　ソーシャルデザイン業

所 在 地  〒550-0004　大阪府大阪市西区靱本町 1-16-14

Te l　　   06-6147-3285

Fax　　　06-7878-6252

Mail　　　info@smilestyle.jp

ソーシャルデザイン業

企業や行政が抱える経営課題・事業課題
ISSUE

公共デザイン

スマスタでは、4 つの事業領域に分かれたソリューションを提供

新たな公共事業モデル、就労支援モデルや就労支援施設の開発や開設など、行政機関との
連携を行いながら、さまざまな課題を解決へと導くソリューションを提供しています。

・ハローライフ P.11
・レイブル応援プロジェクト大阪一丸 P.13
・縁就活 P.22
・The Work-Music Project-  P.28

・大阪府若者サポートステーション P.37
・働きたい！ワカモノ人生相談所 P.39
・ごみひろい P.43
・大阪マラソン P.47

企業デザイン 企業の生き残りをかけた経営戦略の一環として、企業ブランディングや採用戦略策定
など、企業が抱える課題を解決へと導くソリューションを提供しています。

・大阪ビジネステーマパーク P.50

・企業ブランディング ―NPO 法人ちゅうぶ P.58

・企業ブランディング ―株式会社ロイヤル P.60

・企業ブランディング ―NPO 法人みらいず P.61

・次世代ワークスタイル研究所 P.62
・ユメコラボ P.70

教育デザイン 高校生や小学生など次世代を担う子どもたちを対象とした新たなキャリア教育プログラムの
開発や、コミュニティ形成、ワークショップの実施等を行います。

・かぎかっこ PROJECT P.74　　　　  ・駄菓子パーラー P.84　　　　・まちときどきかえる P.86　　　　

BtoCデザイン 2013年より展開したBtoC事業では、お客様に提供する商品の開発やPRを中心に、若者の
就労経験を積む場所としての機能や、雇用創出の場としての仕組みづくりにも取り組んでいます。

・CHASHITSU for worker＆CHASHITSU factory P.90

＋

＋

＋

あらゆる境遇の人々がふつうのしあわせを
感じられるための社会づくり

GOAL
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わたしたちは、社会が抱える課題に対して、新たな公共サービスを提案したり、

そのサービスを上手く発信していくためのツールの開発などを行っています。

例えば、いきいきと働いて自立し、社会を支えるべき若者が働けない状態にある

問題は、経済・社会の産業構造の変化に起因するもので、若者だけの問題ではなく、

全ての人に関わる社会全体の問題です。そこでわたしたちは、2011年の大阪府と

ともに実施した大阪若者就労支援事業での研究・実践を起源に、2013 年 5 月に

独自で就労就業支援施設「ハローライフ」を開設しました。ここでは、人のつながりや

創造の力で自分らしい働き方を考え、見つけていく「リアルコミュニティ型仕事探し」の

場を設けています。

働くことに前向きになれ、笑顔と活力につながる情報やサービスを展開し、「働く」

すべての人が、多様な幅広い層とともに切り開いていける新しい働き方や就労モデルを

見つけ実践をすることができれば、より多くの「しあわせを感じながら働く人」を輩出

することができ、社会が抱える就労に関する課題を解決へと導くことができます。

わたしたちは、社会課題を解決するための新たなアプローチ方法を日々検討しています。

公共に向けて提供しているソリューション

■公共事業における
・就労就業支援施設の企画運営
・新たな就労モデルなどのプログラム開発
・情報発信のためのツール制作（スローガン・ロゴ・名刺・パンフレット・封筒・web サイトなど）

■チャリティ、ボランティア普及活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　など。

公共デザイン
Public Design

For Public



ハローライフ
テーマ：若者就労支援

on going
 (2013.5~)

ニート状態の若者は、全国で 61万7000人、大阪府には約4万3000人いる

と言われています。いきいきと働いて自立し、社会を支えるべき若者がニート

状態にある問題は、経済・社会環境の変化に起因するもので、若者個人だけ

でなく全ての人に関わる社会全体の問題です。ニートに限らず「働く」すべて

の人、多様な幅広い層とともに切り開いていける、新しい働き方や就労モデル

を見つけ実践する中で、「しあわせを感じながら働く人」を多く輩出します。

大阪府とともに 2011年より実施してきた若者就労支援事業「レイブル応援

プロジェクト 大阪一丸」での研究や実践が起源となり、スマスタが 2013 年

5月に独自開設した就労就業支援施設。働くことに前向きになれ、笑顔と活力

につながる情報やサービスを展開してきたハローライフは、2015年を迎え

るとともにリニューアルを行いました。「専門家によるマッチング」や1対 1

での「面談」をベースとしたワークサポートではなく、人のつながりや創造の

力で自分らしい働き方を考え、見つけていく「リアルコミュニティ型仕事

探し」の場として新たなスタートを切りました。 

背景

概要

背景

成果

登録企業数　 ： 454社

登録利用者数 ： 2,878名

採用支援者数　　　　　： 304名

求人広告総エントリー数 ： 1,351名

1F の CHASHITSU for worker で提供する商品の製造工場です。就職活動を始める前に、働く自信やスキルを身につけ

たいと考える若者たちがこの場所でのインターンシップを経て、一般企業での就労を目指しています。

4 階　CHASHITSU factory（中間的就労）

多彩なゲストを迎えたトークイベントやワークショップなど、「働く」「仕事」に関する参加型イベント（求職者向け社会

人基礎力養成講座やキャリアスキルアップイベント、ファシリテーションプログラム等）を定期的に開催しています。

3 階　GALLERY & EVENT SPACE

ハローライフで取り扱っているオススメ求人記事やイベント・スクールに関する総合的な窓口で、コミュニティや場づくり

を通した就労支援サービスを提供。「面談」や「企業マッチング」などを主軸とする既存の就労支援の概念を覆し、マルチ

ステークホルダーがプログラムやイベントに集まり、ネットワーク化・コミュニティ化することで、若者が仕事と巡りあう

仕組み・社会づくりを目指しています。極力ミスマッチを発生させないためのきめ細やかな求人・職場体験情報もストック。

2階　WORK INFORMATION

 フロアガイド

「worker（＝お仕事中の人、お仕事探し中の人）のための茶室」と名付けられたキューブ型カフェブース「CHASHITSU 

for worker」では、仕事につきものの疲れた心と体をリフレッシュするおいしい日本茶やスイーツを提供しています。大

きな本棚にある 200 冊以上の「働く」「仕事」に関する本を読みながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

1階　BOOK&CAFE

※ 2013年5月12日～2016年3月までの成果
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起 源

2011 年より大阪府主催のもと、NPO 法人スマイルスタイルが企画・運営を実施してきた『レイブル応援プロジェクト大阪一丸』では、大阪府に

約 4 万 3000 人言われているニートの中でも、働く意志を持ち行動を起こしている若者を「レイブル（late bloomer= 遅咲き）」と名付け、彼ら

の実態を正しく世間に伝えながら、約 3年の年月をかけ自立支援・広報企画を通じて応援してきました。

「レイブル応援プロジェクト 大阪一丸」

　実施プログラム

各種広報ツール

レイブルの実態を正しく発信し、応援気運を創出するために各種広報ツールを制作しました。

CM /ポスター /レイブル号外新聞 /THE WORK PARKチラシ /レイブル応援プロジェクト大阪一丸総まとめ冊子WORKERS ALLなど。

次世代ワークスタイル研究所→詳細は62ページ

「働きやすい職場環境」をテーマに様々な企業や個人が実践している取り組みを調査し、働きたいと

いう意志を持ち行動を起こしている若者の就労の活性に取り組むプロジェクトとしてスタートしま

した。2012 年 12 月に開設されて以来、現在もあらゆるゲストの方をお招きしたセミナーイベン

トを実施しています。

THE WORK PARK

大阪のまち全体をテーマパークに見立てた、職場体験・ディスカッションイベントを

2013 年 11 月に実施。就職活動について悩みを持つ若者や学生を対象に、「働く」を体感

する仕事体験イベント“パビリオン”では、大阪に拠点をもつ50の企業でおよそ100名

の若者が仕事体験し、若者の仕事・業種研究、職業観醸成の機会を創出しました。（参画

企業50社・参加人数73名）　ディスカッションイベント“ラボ”は、札幌・東京・名古屋・

大阪・福岡の全 5 都市で同日開催。大阪会場では、企業と若者の良好な労使関係について

ディスカッションを行いました。

大阪ニート100人会議

ニート状態の若者およそ100名が一堂に会し、レイブルの新たな就労モデルを検討しました。2011年 11月 23日に第一回目を開催後、

2012年には「三都市レイブル100人会議」として東京・大阪・名古屋で、2013年には「ワカモノ100人会議」として東京・大阪・名

古屋・札幌・福岡の5都市で開催しました。

大阪レイブル超就活 企業共同型就労支援プログラム

大阪ニート100人会議より集約した意見をもとに誕生した「大阪レイブル超就活」。

大阪府内の一般企業および介護事業所と連携し、2 週間～1ヶ月のインターンシップ（職場体験）を経て、就労をねらう支援プログラム。

自分の短所や長所（凸凹）を対話やグループワークを通じて取りまとめ（自己取り扱い説明書）、職場体験を実施。2012 年度は、一般企

業への就職を目指す一般企業コースと介護事業コースの2コースを実施。2013年度は、一般企業コースのみ実施しました。

成果

【2012年度就労数】　

＜一般企業コース＞　職場体験：25名　就職：16名

＜介護事業コース＞　受講：29名　　　就職：17名

【2013年度就労数】

＜一般企業コース＞　職場体験：15名　就職：5名

＜介護事業コース＞　実施なし

【参画企業】

千房株式会社／株式会社ユー・エス・ジェイ／イケア・ジャパン株式会社／株式会社マイファーム など全 15社
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山崎亮の働き方展ーコミュニティデザイナーの生き方から見えてくるものー

数字からみる職人の世界展

今話題とされている仕事の中からひとつを取り上げ、そこで働く人々の仕事や生活に迫まる、ハローライフ全館を活用した特集企画を開催しています。

さまざまな業種の人と出会い、その仕事内容の実態に触れることができる機会や、自身の将来や就職活動に役立つ情報資源を提供することで、就労支援

をすすめています。業界のありのままの魅力や厳しさを若者に届け、正しい職業観を持った若手の参入促進を図ります。

「地域デザイン」ーそれは、少子高齢化や遊休地の増加、商店街の衰退など、地域の問題や課題に対し、そこに住む人たち自身が

問題を発見し、自分たちの手で解決していけるようにサポートする仕事です。その「地域デザイン」業界のトップランナー

である山崎亮さんや山崎亮さん率いる studio-L の皆様のご協力のもと、「地域デザイン」という仕事の魅力や実態をハロー

ライフの施設全体で力強く発信することで、若者の職業観育成・就労支援を展開しました。（2013 年 8 月 16 日～9 月 30日）

イベント

・オープニングトークイベント

  「山崎亮さん！働くってなんですか？」

  ＆夜のCHASHITSU for worker

・studio -Lスタッフさん同士のトークイベント

  「studio-L のホントのトコロ」など

日本“最先端”の福祉就職フェア！FUKUSHI ビッグバン　クライアント：一般社団法人FACE to FUKUSHI

福祉の現場では、厳しい・汚い・給料が安いなどのマイナスイメージが先行し、慢性的な人材不足や離職率の高さが深刻

化しています。また近年、福祉の仕事へのニーズは拡大・多様化しています。福祉制度の対象となる人だけではなく、制

度の対象にならなくても地域社会での暮らしに生きづらさを抱える人たちも増えてきている社会において、業界を支える

若手人材の確保と、彼らがキャリアを形成することができる環境づくりが大変重要になってきています。本当にやりがい、

既成概念にとらわれない様々な新しい福祉のカタチ、今必要な福祉業界のビジョン等を、若者（主に大学生世代・就活生）

をターゲットに福祉業界のリアルを発信し、正しい職業観をもった若者の業界参入をねらいました。（2014 年 6 月 20 日

～7 月 26 日）

イベント

・ゲストが福祉の“最先端”を語る！

  「湯浅誠×家入一真 トークセッション」

・ポップコーンにコーラ付！

  まるで映画のような福祉就職説明会

  「THE FUKUSHI 就活 SHOW！」　など

「30分で100 枚の茶さじをつくる」など、日々“決められた時間内でいかに完璧に仕上げるか”という時間感覚の中に身を置く、

いわば「結果が全て」のアスリートに近しい職業が「職人・ものづくり」の分野。1人前になるためには約10年かかるといわれており、

長期間の下積み時代が存在します。そこで、明治時代からある染めの技術を守り続けている「株式会社ナカニ」と、日本で一番古い

技術をもつ手作りの茶筒の老舗「株式会社開化堂」の協力を得て、ものづくりの仕事の魅力や実態を発信しました。（2014 年 3 月

10 日～3 月 31 日）

イベント

・職人・ものづくり特集 手仕事の世界へ

  ようこそ　職人に聞く！THE 1 問 1答

・「石の上にも3年」のジンクスに迫る？

  職人 3年生のホントのトコロ　など

特別企画（～2014 年 3 月）
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近年、金融ショックや大規模な自然災害を受けて、“都会で働くことに疑問を感じ、地方や田舎で暮らしたいと思うようになった”と

いう、20 代若者の地方移住ニーズが増加。しかしその一方で、“地方に仕事がない” “生活していく基盤とそのイメージが湧かない”

など、想いと現実の差に大きな隔たりがあり、なかなか移住にまでこぎつけない若者も多く存在しています。そこでハローライフでは、

都会を離れた「地方」での仕事や働き方について、特集企画を実施。実際に移住されている方のコラムや、オススメ求人情報に地方

について理解を深めていくイベントを展開しました。

地方特集求人情報
・ワヅカナジカン援農プロジェクト　「“お茶の郷”に暮らしながら働く」

・鳥取県智頭町 地域おこし協力隊　「森と暮らし、地域で生きる。」

※月収14万円…国税庁「H24年民間給与実態統計調査」　非正規雇用の平均年収168万円より

コラム

● ＜高知県四万十市＞“いなかビジネス”の最前線へ。／佐々倉玲於さん

● ＜三重県尾鷹市＞尾鷹発・日本初“人づくり”の形。／村田浩子さん

● ＜鳥取県鳥取市＞農村で学ぶ、“自分流”世渡り術。／田中玄洋さん

● ＜岡山県美作市＞誰もが挑戦出来る場所。／藤井裕也さん

● ＜兵庫県丹波市＞この土地に、必要不可欠な存在になる。／横田 親さん

● ＜香川県小豆島＞キャリアを捨て、恵み豊かな暮らしを求めて。／眞鍋邦大さん

地方で暮らす －月収14万でもリア充生活－

イベント＆ワークショップ

●  2014年 10月 6日（月）

　  【脱・都会計画！ローカルワーク 大解剖】イケダハヤト×川人ゆかりトークセッション

●  2014年 10月 24日（金）

　  いたるさんプレゼンツ 移住者シェアハウスって実際どうなの！？地方の暮らしを語らナイト！

●  2014年 10月 30日（木）

　  藤井さん直伝！自分×地方 仕事をつくるワークショップ

●  2014年 11月 1日（土）

　  ポンさんに学ぶ！失敗してもいいんだもん。勇気をもらえる移住5か条づくり

●  2014年 11月 21日（金）

　  【TURNS cafe】「まち」の可能性発見ワークショップ

●  2014年 11月 29日（土）

　  【農家のホンネ。シェフのホンネ】～農業×働き方×食～

●  2014年 12月 13日（土）

　  ＜東京開催＞TURNSカフェかさい 「まち」の可能性発見ワークショップ

●  2015年 1月 13日（火）

　  新春 Asago ナイト！～今年こそなりたい自分になる !!　「朝来市地域おこし協力隊」と語る2時間スペシャルイベント !!～

●  2015年 2月 5日（木）＆ 6日（金）

　  【2夜連続開催】地域仕掛け人と考える！地域の選び方ワークショップ

●  2015年 2月 13日（金）

　  智頭町の先進地事例から学ぶ、地方の未来と自分ごとワークショップ

●  2015年 2月 14日（土）

　  なりきろう！「地域おこし協力隊」体感ゲーム

●  2015年 2月 15日（日）

　  日本全国！地域仕掛け人市 in 大阪

特集企画（2014 年 4月～）
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相談しよう！おしごと作戦会議 presented by 縁就活

「はたらくセカイ hataraku-sekai」シリーズ

「働くエジソン」シリーズ

ハローライフでは、キャリアカウンセラーによる「個別面談」や、プロトレーナーが先生の就活に役立つ「ボイスレッスン」など、

【人に出会う】【働く力を身につける】【考えを深める】の3つのテーマで、さまざまなイベントを実施しています。

開催イベント一覧 ※一部抜粋

これまでキャリアカウンセラーがキャリア相談に応じていましたが、2015年度はNPO法人サービスグラントにご協力

いただき、相談対応者を拡充。各専門性を持つハローライフのコーディネーターや、プロボノ（職業上のスキルを活かしたボラ

ンティア活動）が本業での経験・知識を活かし、情報提供・キャリア相談を実施しました。（2015 年 4 月～12 月）

相談対応者
・「ライフ」バランス多めの事務職
・起業型 web ディレクター
・パラレル銀行マン
・主夫度 200% エンジニア
・NPO 支援型デザイナー
・プロボノ社労士
・地域員飛び出す自治体職　…など、ほか多数

第一線で活躍されている方の視点・考察・行動からは、分野を問わず学べることが多く、それらを掘り下げるテレビ番組も

多く制作されています。ハローライフでは、毎月一流のゲストをお招きし、トークイベントを開催。ゲストのみなさんがこれまで

経験されてきた働き方・生き方について、直接お話しいただきました。（2015 年 10 月～）

ゲスト
・服部滋樹氏（graf・有限会社デコラティブモードナンバースリー代表）

・泉英明氏（有限会社ハートビートプラン代表取締役）

・永田宏和氏（NPO法人プラス・アーツ理事長）

・ 竹中功氏（ミクル株式会社CINO/元よしもとクリエイティブ・エージェンシー）

・安倍昭恵氏（内閣総理大臣夫人）

・藤原明氏（りそな総合研究所リーナルビジネス部長）

成果

実施回数：合計：311 回（期間 2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日まで）

2015 年 4 月／ 35 回・5 月／ 25 回・6 月／ 20 回・7 月／ 24 回・8 月／ 26 回・9 月／ 27 回

10 月／ 27 回・11 月／ 22 回・12 月／ 21 回・2016 年 1 月／ 21 回・2 月／ 30 回・3 月／ 33 回

ひきこもり脱出戦略会議！by 親

家族のひきこもりについて、ひきこもり状態から
脱出するためのアイデアを出し合う会。

ハローライフスタッフといくごみひろい

ごみをひろいながら
コミュニケーションを深めるイベント。

ハロープロボノ！

毎月第三水曜日はプロボノWednesday

職業上のスキルを活かしたボランティア活動
「プロボノ」が集まり、人生の更なる充実を

考えるイベントを開催。

HELLOlife Night
ー多彩なライフスタイルと出逢う夜ー

ハローライフに興味はあるが
きっかけがなかった方々と

スタッフが出会い、交流するイベント。

Find My Polestar
ーはたらく女子の将来設計ー

これから大きなライフイベントを迎える
はたらく女子のキャリアを考えるワークショップ。

面接での印象で大切な「話し方」に着目し、プロの
ボイストレーナーを講師に招き、「人に好かれる声・
信頼感のある声」になるためのワークショップ。

人に好かれる声になろう！

声のプロによるボイトレカフェ
縁就活交流会

ーひと肌脱いだ企業人によるホンネトークー

企業の採用担当者と
立ち立場関係なくフラットに語り合うイベント。

→縁就活については 22 ページ参照

SATURDAY MORNING
ーおいしいからだを作る時間ー

ダンスのプロである講師を招き、働くからだを
健康的にほぐしていくワークショップイベント。

パパノセナカ

仕事・家族・子育てを充実させる働き方について
ざっくばらんにパパ同士で語り合うイベント。

イベント一覧

「働く」に関して仮説を立てた上で、参加者自身が実験台となったり、リサーチをしながら考察し、仮説を証明していくプログラム。

ワークショップを通して、働く上で重要な「リサーチ力」「多角的な視点」を養成。また、ハローライフのインターン生が積極的な企画・

運営に参画し、企画力・ファシリテーション能力を養成しました。（2015年 4月～11月）

テーマ
・File.1「打ち合わせ」

・File.2「自己紹介」

・File.3「記憶」

・File.4「集中職」

・File.5「伝え方」頼み方編

・File.6「伝え方」聞き上手編
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ハローライフでは、イベントだけではなく、ライターが職場に密着し、実際に働く人の想いやリアルな職場環境、求める人物像を

丁寧にヒアリングした、レポート形式の求人記事を制作。伝わりやすい大きな写真や目を引くコピーなど、ハローライフがこだわっ

て編集した求人記事を web サイト上にて公開。全国どなたでも閲覧・応募することができます。

掲載記事一覧 ※一部抜粋

成果

ハローライフ 1 ヶ月平均 PV 数：約 100,000PV　　求人広告エントリー数：1,351 名

ホテルカンラ京都 サービス業 株式会社アクアリンク 製造・販売業 大阪府若者サポートステーション 就労支援業

株式会社インフィニティスタイル クリエイティブ業

有限会社ハートビートプラン まちづくり業

阪神金属株式会社 リサイクル業

mina.jewelry 製造・販売業

株式会社大阪フード サービス業

株式会社丸二製作所 製造業

求人記事

登録企業者数：454社 登録者数：2,878名

20代前半

20代後半

30代前半

30代後半

40％

20％

16％

10％

  8％

6％

サービス業

製造業

小売・卸売業

情報通信業

医療・福祉業

飲食・宿泊業

クリエイティブ
地域デザイン…など

34.90％

24.86％

15.92％

7.46％



約 1 ヶ月間、弊社が企画・運営する就労就業支援施設ハローライフへ通い、（平日 5 日間 ×2

の研修プログラムと平日 5 日間 ×2 の就職サポート期間）、仲間とともに「自分で考え、行動

する力」や「コミュニケーション能力」の養成講座、キャリアパスを考える講座などを受講し

ます。講師は、様々な業種の採用担当者や職業スキルを持つ社会人の先輩たち。その他、コーディ

ネーターとの定期的な面談も行い、総合的にサポート。

A. 縁就活スクール

ハローライフにて、「人に出会う」「働く力を身につける」「考えを深める」の 3 つのテーマで講

座を実施します。講師は、様々な業種のプロやキャリアカウンセラー、コーディネーターなど。

自分自身の都合の良いタイミングで参加できるのも特徴です。

B. スポット講座

大阪府が発行する「関西優良企業就職ガイド 2016」掲載企業 1,044 社の中から、厳選した求人

情報をメールで定期配信するコースです。メールの配信だけではなく、企業の詳細を知りたい場

合や応募を検討している場合は、ハローライフにてコーディネーターとの面談を行い、マッチン

グを実施します。

C. 求人情報お届けコース

縁就活
クライアント：大阪府（大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課委託事業）　　　　　テーマ：若者就労支援、中小企業への理解促進

プログラム一覧

on going
 (2015.4~)

平成27年3月に大阪府内の大学学部を卒業した者（進学等を除く）のうち、概

ね5人に1人（8,000人）が安定した職に就かずに卒業しています。（※文部科

学省「学校基本調査」）一方で、民間の調査機関が実施した大学生の有効求人

倍率を見ると、従業員300人未満の中小企業では3.59倍の求人があること

から「中小企業への理解不足」が多くの未就職者を生み出すひとつの要因と

考えられています。また、厚生労働省によると大卒3年以内の離職率は2012

年では32.3%と若年者の早期離職が課題に。大企業志向・企業研究不足等

により未就職状態にある「既卒就活生＝卒業後概ね3年以内の方」「第二新

卒者＝学校等を卒業して一旦就職したものの短期間（主に1年未満～3年）の

うちに転職を志す人」の思考転換・早期就職の実現が必要とされていました。

既卒就活生対象の就職支援プログラム。「縁就活」という名前が表す通り、

就職先との縁だけではなく、一緒に学び、励まし合う仲間との縁、さまざ

まな業界で活躍する人々との縁、しあわせに働くことに向けた価値観や学

びとの縁など、たくさんの「縁（つながり）」の力で就職を実現します。

背景

概要

成果

●  登録企業数：276社　　● 登録者数：288名　　● 採用決定数：122名
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C. 求人情報

B. スポット講座

「企業と出会える！縁就活交流会」「履歴書＆面接対策講座」「専門家による一対一のお仕事相談」など、

就職活動に役立つ様々な講座を用意。自分自身の予定と相談しながら、都合の良いタイミングで参加できるコースです。

入学式　　　　オリエンテーション／コミュニケーションワーク／交流会（茶話会）

自己理解　　　モチベーショングラフの作成／ストーリーテリング

　　　　　　　　人生の上がり下がりポイント分析／ポジティブインタビュー／ワールドカフェ

自己研究　　　アイスブレイク／ミニレクチャー／感想ダイアログ／ワールドカフェ／個人ワーク

自己に対する思考転換　ビジョンのシェア／シナリオプランニング・発表／ネクストステップ作成

振り返り　　　1週目の振り返り／コミュニケーションワーク／企業訪問準備／個別面談

企業理解　　　企業訪問の準備／企業訪問

企業研究　　   企業プレゼンのまとめ／グループ発表

企業に対する思考転換　企業訪問の振り返り／エントリー企業の紹介と研究

応募書類作成　応募書類レクチャー／応募企業研究／応募書類作成

振り返り　　　2週間の振り返り／個別面談／プレミアムチェックアウト

就活期間　　　縁就活交流会／企業紹介／書類添削／面接対策

自 己 分 析
1st  week

企 業 分 析
2nd  week

就 活 週 間
3rd/4th week

A. 縁就活スクール

1ヶ月間のフロー

1

2

3

5

4

6

7

9

10

11

20

8

平日 5 日間×2 の研修プログラムと、平日 5 日間×2の就職サポート期間で構成される 1ヶ月間のプログラム。

1週目は自己分析、2週目には企業分析をおこないます。後半の 3・4週目は、就職活動に向けたアクションをおこないます。

大阪府が発行する「関西優良企業就活ガイド 2016」には、大

阪府が独自の基準で厳選した、関西圏で活躍する優良企業

1,044 社について、「過去 3 年の売上高と営業利益」や「正社

員一人当たりの売上高」、「過去 3 年の新卒採用実績」、「離職率」、

「有給消化年平均率」、「モデル年収」、「主要顧客」、「初任給」な

どといった就活に役立つ様々な情報が掲載されています。ハロー

ライフでは、さらにその中からそこで働く人にスポットを当て、

「WONDERFUL（ワンダフル）中小企業」として、経営者や社

員の方への丁寧なインタビューを行い、企業ごとにレポート形

式の求人記事を紹介しています。

・株式会社メディプラン「毎日を、いつもどおりにしあわせに。」

・株式会社蓬莱

　「お客様の笑顔の団欒の時間をつくる。」

・ビーズ株式会社「ビビっとくるアイデアで、世界を変える。」

・株式会社シーズクリエイト　「印刷業務という

　『情報を伝えること』を通じて社会貢献を目指す。」

・株式会社CSC サービス　「人生のエンディングの

　大切な儀式『湯灌の儀』を行う。」

・イサオ電機株式会社「目にみえないところから

　私たちの身の周りを変えていく。」

・インフォニック株式会社「ゼロからエンジニアに。

　教育に胸を張る、気鋭のシステム会社。」　　…など、全30 社

掲載企業例20
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参加者の声 1「スタッフや企業と近い距離で“そもそも働くとはどんなことか”を学べた。」

インターネットで縁就活を見つけて、「ひとりでダラダラ就活をしているより、一ヶ月なら集中

して通ってみようかな」と思って参加しました。実際に足を運んでみると、普段でもフラっと

訪れたくなるようなおしゃれな空間で、それまでの就職支援とイメージが違いました。スタッ

フとの関係も、仕事以外の話もざっくばらんに話せる雰囲気。学校みたいで、毎日通うのが楽

しかったです。企業の方ともお茶をするような近い距離で接することができ、仕事のことや「そ

もそも働くとはどんなことか」を学べました。会社への訪問で「社長ってこんなに社員のこと

を考えているの？！」とイメージが大きく変わる発見も。リアルな情報や経験のチャンスがた

くさんあったからこそ、就職への自信も深まりました。
株式会社ドゥスルー

稲垣 雄大さん（28歳）

参加者の声 2「“自分には人に伝えられる良さがちゃんとある”ことに気づけた。」

親戚が縁就活を見つけて勧めてくれたとき、正直 1ヶ月のスクールは長いと思い抵抗があ

りました。人見知りもあったので、たくさんの人と一緒にプログラムを受けるときに自分

が浮くんじゃないかって不安でした。でも、同じスクール生が自分の話をちゃんと聞いて

くれたり、スタッフも近い距離感でコミュニケーションしてくれるうちに、あっという間

にプログラムを終えていました。自己分析の機会があったんですけど、正直自分では企業

側に伝えられるような良さがそんなにないと思っていたんです。でも、たくさんのフィー

ドバックをもらっているうちに「自分には人に伝えられる良さがちゃんとある」と気づけ

たんです。いろんな働き方や仕事観を知って、以前よりも働くことについて前向きになれ

ましたし、そもそも働くってどんなことなのかということを深められたと思います。
株式会社マツヤ

西本 龍平さん（25歳）

企業の声 1（IT 系）
 「カフェのような近い距離感で、お互いの本当の姿を見せられた。」

縁就活交流会に複数回参加し、3 名のエンジニアを採用しました。他の媒体から来る応募者と比べると、ハローライフに足

を運ぶ方は、試行錯誤をしながらも前に進もうという気持ちを感じます。合同企業説明会のような場だと、会社からの一方

的な情報提供だけで終わってしまうのですが、交流会では、ワールドカフェ形式の対話の時間がしっかり設けられているので、

一人ひとりと密な時間を過ごすことができます。「いま熱中していることは何ですか？」なんて他愛もないテーマから生まれ

る、笑顔や熱のこもった声が印象に残っています。会社説明会や面接の場だと、お互いが身構えてしまって本当の姿が見え

ないのですが、カフェのように近い距離感だからこそ、お互いの良さが見え、自社の魅力も時間をかけて伝えることができ

たんだと思います。

企業の声 2（製造業）
 「企業側にとっても、内省や人材育成にも価値のある取り組みだった。」

紹介と縁就活交流会を通じて、2 名採用しました。大手媒体での採用活動と比べると、採用率（採用数・応募数）が高く、「な

んとなく」で応募する人が少ないので、相当絞りこまれていると感じます。縁就活交流会では、こちらも熱くなってしまい

ました。これほどまでに、若い人が抱いている悩みや葛藤に耳を傾けたことがなかったし、自分自身の職業観を話す機会も

多くありませんでした。若手社員を連れて参加しましたが、会社のことや仕事内容を内省し、“自分ごと”として話すことで、

目の前の仕事だけでなく、チームや組織全体を考えるようになったと感じています。人は、話したり教えたりすることで成

長するということに改めて気づき、企業側にとっては人材の育成にも価値のある取り組みだと思います。
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クライアント：日本センチュリー交響楽団　
テーマ：オーケストラの新たな芸術価値創造、若者就労支援

The Work  - Music Project -　　

「文化芸術の振興に関する基本的な方針‐文化芸術資源で未来をつくる‐（第４次

基本方針）」において『教育、福祉、まちづくり、観光、産業等周辺領域への

波及効果』『コミュニケーション教育』『社会的便益を有する公共財であり

社会包摂の機能をもつ』と明記され、また大阪府市文化振興会議においても

「『芸術のための芸術』から『社会のための芸術』へのシフトという潮流の中、

芸術家・芸術団体は持てる能力・ノウハウを福祉・医療・教育・まちづくり・

観光などの他分野に活かすことが求められている。」と提案されているように、

社会全体からのオーケストラへの要求は多様化しています。

弊社が運営するハローライフを利用する、働きたいという意志を持ち

行動を起こすものの就労に至っていない若者を参加対象としました。同じ

立場の仲間や様々な社会人との共同作業・共同体験は、自信を失っている

若者への大きな効果が期待されます。ひとつの音楽作品をつくりあげる過程を

通じて、自身の就労や暮らしに必要な社会人基礎力を身につける体験型

プログラムを提案・実施しました。

背景

就労面での効果は、参加者のうち数名が就労に至る予想以上の結果が出ました。

参加者の社会的機能尺度SOFAS（※）の平均値は、本プログラムに参加前と後で比べると、65.9から76.8へと変化しました。特に、参加の前後で

数値が上昇したメンバーに関しては、採用、外部との交流、社会的活動への参加などへの変化が見られました。個別相談で十分な効果が出なかった若

者が、プロジェクトで自分の居場所や空気を見出し、プログラムの1回目で意識が変わったケースもありました。

・楽団員参加者数：6名（発表会参加6名）

・若者参加者数：10名（発表会参加9名）

（※）SOFAS（Social and Occupational Functioning Assessment Scale) は、精神症状を除く社会的機能、職業的機能全般のみを
       1～80の数値で表すもので、通学や就労している若者の多くは80以上を示し、ひきこもりや不登校の場合は50未満と評価される。

成果

概要

2014年度

プログラム前後の意識の変化は、大学4 回生や既卒者が中心であった2 年目の参加者の方が小さいが、その一方で、「The Work」とは自分たちに

とって何なのか、本人たちが問いかけるようになった成果がみられました。また、音楽創作プログラムにおいて、音楽で伝える表現とは何なの

か考えることや、楽器でないものを楽器として活用する経験などから、当たり前を当たり前でないと認識するという、思考の転換につながる可能性

が感じられました。

・楽団員参加者数：8名（発表会参加6名）

・若者参加者数：18名（発表会参加6名）

2015年度

on going
 (2014.4~)
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 2014 年度プログラム 助成：一般財団法人おおさか創造千島財団　 
協力：大阪府立江之子島文化芸術創造センター enoco（西区江之子島）

2 年目となる実施では、大学を卒業した後、安定した職に就かず就職活動を続けている若者（第二新卒など）を対象としました。

若者・楽団共に「思考転換」を図ることを目標に、音楽創作だけではなく、ハローライフでも就職活動プログラムを実施。交互に

実施することで、相互作用を発揮させました。

「なにか一歩踏み出したい」「継続することを身に付けたい」など、日々の暮らしや働くことに対して前向きな気持ちやパワーを

身に付けたいと思う若者（ハローライフ登録者）を対象に、約3ヶ月間で6回の音楽創作ワークショップと発表コンサートを行いました。

日本センチュリー交響楽団にとっても、コミュニティプログラムとして初めての挑戦となりました。

 2015 年度プログラム

プロジェクトの概要

プロジェクトの概要

プロジェクトの概要

各回プログラムの歩み

組織体制

オーケストラ楽団員や仲間とともに1つの音楽作品を創り上げる中で、日々の暮らしや働き方に

つながる創造性や社会性を身につけます。ナビゲートは、日本センチュリー交響楽団コミュニティ

プログラムディレクターであり、作曲家の野村誠氏。楽団員によるワークショップや、音の実験

など、演奏することにしばられない自由な発想でプログラムを進行します。

１、作曲家が提案した手順に従い、若者と楽団員が共同で創作したメロディーを楽団員が音にし、さらに若者と楽団員の要望を

　　活かして作曲家がアレンジした曲を、若者と楽団員が共演（本プログラム作曲家 野村誠氏のブログより）

２、自分自身や就労に対する積極的な意識の醸成、他者や社会との関わりの深化

３、「就労を目指して活動」の流れを想定して進められ、ハローライフ、センチュリーオーケストラハウス、大阪府立江之子島文化芸術

　　創造センターの各所で、第1 期（4 月8 日～ 7 月6 日）6 回（月2 回）のワークショップと大阪駅構内での成果発表が行われた。

音楽創作プログラム

ハローライフのコーディネーターや仲間をはじめ、日本センチュリー交響楽団の大人たちなど、

たくさんの人たちのつながりや創造の力を借りながら、共に歩む就活プログラム。「表現すること」

や「思考の転換」などを切り口に、音楽創作プログラムと連動した「働く力」を養成するワーク

ショップや、キャリアパスを考える講座を実施します。　

就活プログラム -The Work.ver-

音楽創作1回目
（5/25）

一般的な楽器（ヴァイオリン等）からおもちゃまで、とにかく音が鳴るものを
楽団員と共にふれあいながら、全員が The Work の場に馴染じむ時間を設計。
創作した音楽のイメージを言語化し、その言葉から再び音楽へとアウトプット
する。その反復をストーリーづくりにまで発展した。

就活1回目
（6/01）

自己表現やチームビルディングの一歩目として、自身やメンバーのことを知る時間
を設けた。モチベーショングラフで過去を振り返り、ストーリーテーリングで相手
に伝えたり、働くことや自身の悩み・壁を模造紙に張り出し意見を出し合った。参
加者には、仕事インタビューを3名以上に行う宿題を出し、他者の働き方に触れる
機会をつくった。

音楽創作2回目
（6/08）

楽団員が先導をきり、楽曲「展覧会の絵」を用いたワークショップを実施。ボディパー
カッションでリズムをとったり、楽曲のテーマである絵画からイメージを膨らませ
て音楽をつくり発表。創作した音楽からタイトルまでを決め、TheWork オリジナ
ル組曲の「展覧会の絵」が完成。その後、参加者は楽団員に対して仕事インタビュー
を行った。

あそぶ (遊戯 ) 
楽器や音に慣れ親しみ、民俗楽器、ペットボトル、エアコンのホースなどを使って5 フレーズの音楽を作曲。

1回目
（4/08）

2回目
（4/21）

さがす ( 発案 ) 
5 フレーズを発展させ、簡単な言葉をリズムに変換して演奏（ソリストの経験）。言葉からリズムを覚え、楽譜なしに演
奏が可能。

4回目
（5/30）

まぜる (交差 ) 
1 回目でつくった曲に、メンバーが考えたストーリーを当てはめ、それを想像して、あらためて心を込めて演奏。
発表会に向けた自主練習を開始。

3回目
（5/09）

ずらす (逸脱 ) ： 
弦 ( ゲン )、打 ( ダ )、管 ( カン ) から思い浮かぶ言葉を集め、リズムに変換して作曲して演奏。5 つの音を使って旋律や和
音を作曲。

演奏会見学
（5/22）

いずみホールにて、日本センチュリー交響楽団の定期演奏会を見学。（参加は有志メンバーのみ）
演奏はもちろん、音楽の見せ方や場の緊張感など今後のワークショップにつながることを学び、体感しました。

5回目
（6/13）

みがく ( 調整 )
これまで生み出した言葉のリズムやメロディーなどを凝縮した約 10 分の曲が完成。

6回目
（6/27）

かたる (言語化 )
技術の向上よりもむしろ、「もっとこうしよう、ああしよう」と、より面白い方法での表現を追及。休日等の自主練習も実施。

発表会
（7/06）

まじわる ( 発表 )
センチュリーオーケストラハウスでリハーサル後、揃いの衣装で J R 大阪駅の聴衆の前で演奏。

・音楽創作プログラム担当：日本センチュリー交響楽団

・音楽創作プログラムナビゲーター：野村誠氏

・就活プログラム：ハローライフ（NPO法人スマイルスタイル運営）

・映像制作：les contes

・事業効果測定：ニッセイ基礎研究所 大澤寅雄氏
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「The Work」の背景と経過

就活2回目
（6/15）

The Work プロジェクトマネージャーの柿塚氏をゲストに、自身の過去を振り返り
ながら「働くこと」や「The Work の原点」についてトークを行った。また、
「The Work で得れるものとは？」という参加者からの問いをきっかけにワールド
カフェを実施。「こうではないか」という推測から「正直わからない」という率直
な意見まで、参加者と言葉を交わしながらスタッフ自身もプロジェクトを考える時
間となった。

定期演奏会見学
（6/19）

参加者のほとんどが初めてオーケストラの生演奏を聴く機会となり、プロとして演奏する楽団員の姿からは、ワーク
ショップ時とは違う一面を感じることができた。楽曲「展覧会の絵」の演奏では、ワークショップで扱ったからこそ、
参加者がシーンをイメージできたり、自然とリズムをとるなど、音楽を全身で感じることができる大きな経験となった。

このプログラムの背景は、オーケストラのコミュニティプログラムの「社会におけるオーケストラの新しい価値」の創造に向けた、

社会活動を主流化する動きである。国の「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次）」には、「文化芸術は、その性質上、

公的支援を必要とし、同時に社会的便益（外部性）を有する公共財であり、社会包摂の機能をもつ」という基本的視点が示され

ている。欧米の主要楽団の多くは、社会活動を重要な事業に位置付け、専門知識を持つ人材を配置し、独立した組織体制を整備

するケースが少なくない [潮 ,2012：山岸 ,2013]。日本でも一部の楽団において、社会活動に対する認識と取組が進みつつある。

その契機は、社会活動が先行している海外の楽団で経験を積んだ若手指揮者の発意※1、学校教育における貢献や地域社会との

共生、潜在的な聴衆の開発、組織の維持基盤強化に向けた会員や寄付の獲得など様々であるが、基底的な背景の一つは、自主運

営型の楽団の経営が困難化していることである。

公益財団法人日本センチュリー交響楽団は、官立楽団（1989 年創設）から民営楽団（2011 年）への転換を余儀なくされ、創

立 25 周年（2014 年）の節目に、本格的にコミュニティプログラムに取り組み始めた。その主な目的は、オーケストラの存在

意義の表明、同時代性のオーケストラ像の追求、楽団員の才能の活用などである（2014 年 6 月 17 日の「The Work」記者会

見における発言）。楽団の若手のマネジャーで音楽家でもある柿塚拓真氏は、国内外の様々なコミュニティプログラムを視察し、

同世代で現役世代の若者を対象にしたプログラムが少ないことに着目し、若者の就労を支援している非営利組織と、国内で類例

のない協働プロジェクトを企画した※2。

オーケストラと協働した特定非営利活動法人スマイルスタイルは、2007 年に活動を開始し、翌年法人化した組織で、2011 年

には、若年無業者の就労支援事業である「レイブル※3 応援プロジェクト大阪一丸」の企画運営などで、大阪府と協働して、若

年無業者の潜在化している意見を集約した経験を踏まえて、2013 年 5 月に、就労が困難な若者を支援する活動とその拠点と

して、働く･仕事の情報発信基地仕事ライブラリー「ハローライフ」を開設した。この拠点は、パン屋であった店舗をリノベーションし、

1 ：例えば、山形交響楽団の飯森範親首席指揮者は、「音楽家はサービス業」と主張し、マニフェストに基づく改革に手腕を発揮した。

2： おおさか創造千島財団の資金助成（創造活動助成）を受けている。

3 ：レイブルは late bloomer（遅咲き）の呼称で、ニートの中で働く意志を持ち行動を起こしている若者。

4： 登録求職者約 500 名の構成は、Ａ層 ( キャリア層、転職希望者 )20％、Ｂ層（フリーター、ワーキングプア）50％

　 Ｃ層 ( 求職活動に向けて行動をしているが、すぐに仕事につくことが困難な層 )30％である。

5： SOFAS(Social and Occupational Functioning Assessment Scale) は、精神症状を除く社会的機能、職業的機能全般のみを

     1 ～ 80 の数値で表すもので、通学や就労している若者の多くは 80 以上を示し、ひきこもりや不登校の場合は 50 未満と評価される。

  報告    文化活動を媒介とする若年者の就労支援－事例考察の分析枠組みの検討－
国際文化学研究推進センター 協力研究員 天野敏明氏

（神戸大学国際文化学研究科国際文化学研究推進センター 2015 年度 研究報告書より）

就活3回目
（6/29）

過去の就活プログラムで「自分自身を見つめなおす」「他者の“働く”を知る」というステップを踏んだ上で、今回は「未来」
を考える時間に。シェアードビジョン（1 年後、3 年後の未来を考え、ビジョンをみんなに共有する）、シナリオプランニ
ング（1年後を想定して、過去のことを振り返るシナリオづくり）を通じて、参加者は前向きな気持ちを得た。

就活4回目
（7/21）

発表会に向けて、2 つのテーマ『“The Work”を通じた自分たちの変化』『“The Work”の良い終わりとは』を軸に対
話の時間を設けた。「お互いのことをもっと知りたい」という意見が多く、しっかりと対話の時間をもつことで、あく
まで“発表会”ではなく“The Workをどうしたいか？”ということにつながった。

発表会
（7/24）

センチュリーオーケストラハウスにて、約 30 名の観客を前に発表。お揃いの The 
WorkTシャツを衣装に、観客を含めた会場にいる全員と「創作」する時間を共有した。
観客が指揮者として前に立ち、The Workメンバーが即興演奏をするなど、単に「発
表」だけに留まらないユニークな空間を生み出した。

就活5回目
（7/29）

プロジェクト全体の振り返り。よかった点、反省点など正直な感想や意見を交換した。メンバーで考えた「日本センチュリー
交響楽団のテーマ（第3稿）」最後の歌詞「これからもよろしく」の通り、今後もThe Workのつながりを大事にしたいと
話し合った。

音楽創作3回目
（6/22）

前回のプログラムで用いたリズムを使いながら、次の作品づくりへと展開。また、
輪の中心で指揮者を演じるなど、擬似オーケストラを体験した。後半は、楽団員と
参加者混合のチームに分かれて 13 音のメロディを元に作品を創作。お互いの視点
でアイデアを織り交ぜながら、ストーリーや想いを「音楽」で表現した。

音楽創作5回目
（7/13）

これまでのワークショップでつくったメロディやリズムが散りばめられた楽譜「日
本センチュリー交響楽団のテーマ（第 3稿）」をもとに練習。曲のいたるところに、
参加者がソリストとなる持ち場が。前年度参加者の OB も練習に参加しながら、わ
からない部分は参加者と楽団員がお互いにフォローし合う関係ができていた。

音楽創作6回目
（7/23）

翌日に控えた発表会に向けて、練習を繰り返す。楽器の持ち替えが多いため、複雑な動きの確認やパート毎に表現の
練習をした。楽団員も積極的に参加者に声かけを行い、参加者もわからない点は手を挙げるなど、一体感がでてきた。

音楽創作4回目
（7/03）

これまでに生まれたメロディやリズムをトーンチャイムでゲーム的に反復練習。音楽版「花いちもんめ」を行い、音楽
や身体による“伝達”を体感したことから「対話」の意味を考えるきっかけに。また、前年度参加者のOBもワークショッ
プに参加した。後半は、発表会に向けた話し合いを行い、参加者からは積極的な姿勢が見られた。

日本茶カフェと就業観醸成ライブラリーを設置することで、環境を整え、

極力ミスマッチを発生させないためのきめ細やかな求人の情報などをス

トックしている。イベントや展示会などコミュニティや場づくりを通じ

た多様な就労支援サービスを通じて、利用者が就労支援サービスを受け

る障壁を低くすると同時に、就労就業への新たなアプローチの可能性を

探っている。楽団との協働は、そうした取組の一つだと考えられる。代

表の塩山諒氏は、「芸術（アート）は『生きる術（すべ）』、『生きる質』

と関係が深いもの」と考えている。プロジェクトは、2014 年と 2015

年の 2 回行われたが、ここでは、2014 年のプロジェクトの経過と発見

的事実を中心にみていく。

注釈について
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2014 年のプロジェクトには、作曲家でコミュニティプログラムディレクターの野村誠氏、6 名の楽団員（楽団員向けのワーク

ショップで希望者を募集し、ヴァイオリン 2 名、ビオラ 1 名、チェロ 1 名、トロンボーン 1 名、バストロンボーン 1 名が参加）、

ハローライフに登録する 20 ～ 30 歳代の求職者 10 名（うち 2 名はプロジェクト参加中に就労を開始／最終的には 9 名参加）、

就労支援者数名が参加し、「①作曲家が提案した手順に従い、若者と楽団員が共同で創作したメロディーを楽団員が音にし、さ

らに若者と楽団員の要望を活かして作曲家がアレンジした曲を、若者と楽団員が共演（野村氏のブログ）→②自分自身や就労に

対する積極的な意識の醸成、他者や社会との関わりの深化→③就労を目指して活動」の流れを想定して進められ、ハローライフ（大

阪市西区）、センチュリーオーケストラハウス（豊中市）、大阪府立江之子島文化芸術創造センター（大阪市西区）の各所で、6

回（4 月 8 日～ 7 月 6 日の期間で月 2 回）のワークショップと大阪駅構内で成果発表が行われた。若者の多くは楽器演奏の経

験が無かったが、経験や技術よりもむしろ、音楽の本質ともいえる本能的で自発的な表現を引き出すことが重視され、タンバリン、

鍵盤ハーモニカ、鉄琴、リコーダー、鈴などの楽器のほか、ペットボトル、シェーカー、エアコンのホース等の生活用品を楽器

に仕立て、言葉をリズムに変換して覚えることで、楽器や読譜の経験がなくても演奏できるよう工夫された。

演奏した曲は、「日本センチュリー交響楽団のテーマ」（約 13 分）と「ハローライフ協奏曲（別名：地味な楽器のための協奏曲）」

（約 5 分）の 2 曲で、いずれも野村氏の主導のもと、参加者が全員参画で作曲した楽曲である。前者の楽曲は、旋律やリズムに

言葉をのせてイメージを表現し、言葉のリズム、メンバーが作曲した 4 つのメロディーに基づくテーマ、楽団員によるワークショップ

で生まれた方法などを活かし、リズムに言葉を当てはめ、言葉でリズムを表現する中で、楽器によってイメージの違いを表現した。

後者の楽曲は、「地味な楽器のための協奏曲」の別名の通り、詩「わたしの音色でずっとずっと歩いていこう」（大人になって焦り、

憧れの仕事やなりたい自分とのギャップを感じる一方で、仲間とともに自分自身の音色を見つけていくことで、確かな自信と少

しの勇気を持ち、一歩ずつ前に進むといった内容）の朗読に始まり、メンバー間で演奏の受け渡しを行いつつソリストを務める機

会のある楽曲である。楽器や強弱で参加者の物語を表現し、自信や前向きな気持ちを取り戻していく様子を描き、「ありふれた５

月病の物語」「孤独な少年と少女の出会いと別れ」など、曲から自由にイメージした物語が発表された。ソリストは自分自身、弦

楽器は周囲の環境、打楽器は夢や憧れ、管楽器は自分自身の心情を表現する役割を担う。前者の楽曲に比べると、参加者自身の就

労に向けた思いを音楽で表現する性格が強く、日常と非日常（憧れや夢を表現、仲間たちとの交流、お互いを認め合い楽しい時間

を過ごしている）の各シーンを表現し、参加者の提案で、トロンボーンによる馬が疾駆する軽快な表現も盛り込まれた。楽器毎の

演奏の受け渡しでは、相手の方を見て受け渡し、リズムやメロディーを適宜変更するなど即興的に演奏することが推奨された。

若者が出した、楽曲のイメージを示すキーフレーズは、「何か物足りない、マンネリ化している日常生活」、「あるとき、憧れの

存在である人や環境を発見し、嫉妬や焦り、憧れなどを抱く」、「『自分』と『憧れの存在』の中で大きなギャップを感じている」、「『憧

れの存在』に近づこうとするが、なかなか一歩が踏み出せない自分に苛立ちや不安を感じる」などである。

より具体的なストーリーの例では、焦りや戸惑いのシーンを自分に照射させ、「①現在の仕事先で自分は満足しているが、収入面、

雇用の安定性、同年代と比較したときの条件などを考慮したとき“これで本当にいいのだろうか？”という自問自答を繰り返す

→②悩んだ結果、“自分らしい”で良いかなと思えたその瞬間、新しいアイデアや一歩踏み出す勇気･自信が湧いてきてポジティ

ブになる→③今まで『自分が生み出す音（生活や仕事など）』には意味がないと思い込んでいたし、憧れの存在とのギャップを

感じていたが、自信を持ったことによって前向きに→④自信を持って“自分らしく”コツコツと音を生み出すことができれば結

果が出るということを信じる。例えば、このプロジェクトであれば、参加している自分たちはネットやテレビを通じて見ている

人にとっては主役（キャスト）になっているかもしれない。それくらい自分に自信を持って生きていく→⑤再び、日常生活のシー

ンになる」という内容で、演奏は①の再現部に戻るが、再現部では喜びや自信、周りへの感謝が表現に含まれ、メロディー･リ

ズムは一緒でも全然違うイメージになる。

本番では、自分の名前や写真が掲載されたチラシも配布され、おそろいのポロシャツを着用して演奏するなど、アイデンティティ

と連帯性を実感する状況がみられ、1 曲目では硬さがみられたものの、曲中から聴衆も参加して、より自由な表現がみられた。

就労面での効果は、スマイルスタイルの登録求職者※4 のＢ及びＣの各層に該当する参加者 9 名（無業者は 3 名）のうち 2 名が

就労に至る成果が出た。また、参加前後の社会的機能尺度 (SOFAS)※5 は、9 名の平均値が 65.9 から 76.8 に変化し、特に、

参加の前後で数値が上昇した 4 名は、採用、外部との交流、社会的活動への参加、勤務日数の増加などの変化がみられた。個別

相談で十分な効果の出なかった若者が、プロジェクトで自分の居場所を見出し、初回で意識が変わったケースもあった。また、

現場に居合わせた就労支援者が、既存の就労支援策を、違った視点から客観的にみることで、新たな気付きがもたらされたケー

スもあった。例えば、就労までの過程をうまく切り抜けられる支援にとどまらず、支援している若者が、長い人生をいかにして

豊かに幸せに送れるのかという視点が大切であることへの気付きである。

プロジェクトの発見的事実から、若者がそれまで接点のなかった文化と出会うことで、日常生活や求職に対する意識の変化や就

労をもたらすとともに、就労支援のあり方に、多様な立場や考え方を有する関与者の参画やオルタナティブな支援方法や補完的

な考え方が有効である可能性のあることが示唆される。求職･就労の観点（社会的意義）では、次ページにあげる参加者のコメ

ントと想定されるキーワードから、作曲や合奏という一定の様式（自由な表現と様式の尊重）のある中で、「ルールの守→破→離」

の過程を通じて、「創造性と非創造性（一定のサイクルに沿った鍛錬や地道さ）を引き出す可能性」、「協調性、自発性、連帯感、

利他意識」、「言葉、リズム、旋律の多様なコミュニケーション方法に自らのメッセージや主張をのせる柔軟性や即興性」が認め

られるほか、一線で活躍する音楽家という異分野の人との出会いがロールモデルとなり、現実を直視する過程から反省性をもた

らし、新たな自分に直面し新たな自己を生成する過程がみられた。若年者の就労支援と文化活動のアプローチには共通性が認め

られると考えられる。また、文化創造の観点（文化的意義）では、クラシック音楽の真髄に触れる機会や自ら演奏した経験が、

文化的資本そのものの蓄積に寄与し、参加した若者の将来にわたって財産になる可能性が見込まれる。

なお、上記では 2014 年度（1 回目）の内容を中心にみてきたが、2015 年度（2 回目）は、実施期間が、集中して取り組めるように、

前年の 4 か月間から 3 か月間に変更されたほか、参加者と内容も、1 年目は、就職困難者が主対象で音楽プログラムのみ行わ

れたのに対し、2 年目は、大学 4 回生や新卒で就職できなかった既卒者を中心とする求職者が主対象で、ハローライフでは、音

楽創作プログラムと連動した「働く力」を養成するワークショップを音楽創作プログラムと交互に 5 回実施することで、相互作

用を高めることが目指された。

スマイルスタイルのスタッフは、2 年間で異なるプログラムを実施した経過を振り返り、このプログラムは、社会参加や就労に

対して自信の持てない若者が、ある程度長く取り組むのが望ましく、プログラムに参加することで、生活や就労へのリズムをつ

かむことが可能ではないかと考えている。

詩の朗読が楽曲の内容を暗示し、1 楽曲中でソロの楽器によって曲調が変わる点はク

ラシック音楽の特徴といえる。また、シーン毎にソリストや参加者でリズムや曲調な

どの表現を、意見を出し合って決めていく過程では、若者の主体性を引き出し、ソロ

と全体合奏の両方を経験することで、各自の役割と責任を明確に決め、分担した点が

特徴的である。具体的な経過は、５回目以降の本番に向けた練習までは、楽器や作曲

に親しむことを主眼とするワークショップが行われた。例えば、３回目のワークショッ

プでは、トランプに割り当てられたカードを引いて音を決め、メンバーと楽団員が一

緒になって 5 音でメロディーを作曲し、全音のみや全音半音交じりなど 4 つのメロ

ディーをつくり、各メロディーを同時に奏し、不協和音からなる 4 声の悪魔のコラー

ルを作曲する経験もした。4 回目のワークショップでは、開始前に自主練習（カラオ

ケ店でも自主練習）を実施するようになるなど、回を重ねる毎に、活発な意見が出され、

主体的な活動が始まった。主体的な活動の背景は、センチュリー交響楽団の定期公演

において、ワークショップに参加している楽団員が演奏する姿を見て、一緒により良

い演奏ができるよう奮起したことである。また、楽団員がセザール･フランクの交響

曲を素材にしたワークショップを試み、有名なメロディーの数小節を取り出し、様々

な楽器が、異なるリズムと旋律で壮大な音楽を構成していることを体験したことで、

本格的なクラシック音楽に取り組んだ喜びや自信にもつながった。
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参加者の声から想定されるキーワード

● 独自のルールを決めると、その反動や偶然性で面白い曲になる

  （自由すぎるとやりにくいが楽譜があるとやりやすい）（野村氏）

　▶「制約の中の自由」

● 昨年は働けていなかったが、今年は少し自信がついてアルバイトの日数、時間を増やしている▶「自信」

● 共同作業の中でそれぞれが自発性を発揮するようになっていった（就労支援者）▶「協調性と自発性」

● ストーリーを他人に伝えることの難しさを痛感した。この経験はとても新鮮だった▶「表現の自覚、表現意欲」

● 「ゲンダ・ゲンカン」の解釈の違いが面白い▶「多様性」

● 楽曲が出来てきて、イメージが湧いてきたのと同時に、ついていけるのか不安になった▶「鍛錬」

● 仕事の面接の際にプロジェクトのことを話したらすごく羨ましがられた。プロのオーケストラと一緒に練習して 

　ステージに立てるのはすごく貴重な経験だと思って、あらためて嬉しくなった

　▶「非日常的経験の有益性」

● 前に出るのが嫌で、本番のステージに立ちたくなかったが、メンバーが「自分も前に出るのは本当に苦手。でも、

　克服したいから出る」という言葉を聞き、自分も頑張ろうと思った▶「新たな挑戦への越境努力」

● 決められたルールがなくて、練習中に曲がどんどん変わっていく。今だって、本番前なのにどんどん変わって

　いるし、まだ決まってない部分もある。しかし、それがすごく面白いなと思う▶「即興性、柔軟性」

● 3 ヶ月を通して、得意なことを活かしたり、苦手を克服しようと頑張ったり、プロジェクトで夢を実現しよう

　としたり。みんなの表情が明るくなっていく姿をみて、仲間としてとても嬉しく感じる▶「連帯感、利他意識」

● フランクのワークショップで、クラシック曲の一部を演奏できて嬉しかった▶「本物の経験、音楽への関心」

● ストーリーからイメージして音楽をつくれたことが印象的▶「多様な表現手段による創造」

● 「表現することの原点を再発見」

　「オーケストラへの色々な近づき方があると考えていた。ワークショップは貴重な機会になった」（楽団員）　

　▶「相互学習」
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・発達障害を持つ方向けの交流の場「発達凸凹サロン」
・グループで就職をめざすプログラム「ホンキの就職」
・就職が決定した後の継続をめざす交流会「smiLe サロン」
・さまざまな職業能力適性検査
・地域のボランティア体験
・企業と出会える交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　など

その他のメニュー（例）

大阪府若者サポートステーションの利用フロー

STEP1

STEP2

電話での問い合わせ

個別面談（キャリア・カウンセリング）

STEP3

STEP4

STEP5

仕事体験・各種メニュー

STEP6

支援機関を通じての就職活動

就職決定

働き続けるためのサポート

大阪府若者サポートステーション
クライアント：厚生労働省　　　　　テーマ：若者就労支援

人口減少に伴い、若者の数も著しく減少する中、若年無業者（15～34 歳で、

就労しておらず、家事も通学もしていない者）の数は約 60 万人と高止まり

しています。そこで、社会人基礎力の養成や、職場体験の機会の創出など、

若年無業者等の就労を支援するための機関として、地域若者サポートステー

ション事業を厚生労働省より受託。関係機関との連携や、支援対象者との信頼

関係のもと、職業的自立の実現に向けたサポートを継続的に実施することで、

若者の可能性を広げていきます。経済的自立をする若者が増加すれば、将来

生活保護に陥るリスクも未然に防止することができ、国としての経済成長に

つながります。

15～39 歳までの仕事に就いておらず、家事も通学もしていない若者のうち、

就職に向けた取組みへの意欲が認められ、ハローワークにおいても就職を目

標にし得ると判断した若者及びその家族を対象に、キャリアカウンセラー等による

相談支援を実施。その後、支援対象者の希望や状況に合わせて、担当カウンセラー

やチャレンジ体験コーディネーターが講座の受講や仕事体験などのサポート

を行います。

背景

概要

背景

成果

●148 名の就職（雇用保険受給資格のある就職）を支援
 （2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日まで）

実施内容

大阪府若者サポートステーションでは、15～39歳の働く事に悩みをもつ若者を

対象に、丁寧なカウンセリングを行い、一緒に考えながら就職までの道筋を

サポートしています。就職準備講座やボランティア体験、企業での仕事体験、

パソコン講座や適性検査など様々なメニューも用意しています。

・若者へ理解のある町工場での製造補助

・家族経営で温かく迎えてくださるゼリー工場で製造補助

・住み込みで旅館の仲居さん体験

・幼稚園や保育所での補助体験

・イベント会場の設営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

仕事体験メニュー（例）

on going
 (2015.4~)



働きたい！ワカモノ人生相談所 in 奈良
クライアント：奈良県（2015 年 9 月～2016 年 3 月まで）、厚生労働省（2016 年 4 月～）　　テーマ：若者就労支援

on going
 (2015.9~)

奈良県における若年無業者（15～34 歳の無業者で家事も通学もしていない

者のうち、就業を希望しているが求職活動をしていない者及び、就業を希望

していない者）は、約 8,300 人いると言われています。（H24 就業構造基本

調査による推計値）その数は全国 8 番目の高さとなっており、年々、増加傾向に

あります。若年無業者が増加し続ければ、職業的自立をする若者が減少し、

地域社会を支える未来の担い手が失われていくことへとつながります。また、

県内には就労できない様々な課題を持っている若年無業者に対して、職業的

自立を支援できる団体が少ないという課題を抱えています。そこで、弊社では

これまで取り組んできた若者就労支援における研究や実践をもとに、奈良県に

新たな若者就労サポート機関を開設しました。

2015年 11月に奈良県に住む若年無業者の職業的自立を支援するための取り

組みとして、「働きたい！ワカモノ人生相談所 in 奈良」を奈良県に開設しました。

キャリアカウンセラーや臨床心理士、社会人や企業・市民団体等の様々な知識や

技術・人生経験をもつ、奈良にゆかりのある“人生相談員”による相談支援をベー

スとして展開しています。また、若年無業者の働くことにまつわるイベントやセミ

ナー、企業での職場見学や職場体験等の体験メニューを展開しながら、15～39

歳の「働く」ことに悩むワカモノをサポートし、新たな就労支援モデルの構築を行っ

ています。

背景

概要

背景
実施内容

仕事や働くことに関する悩みをもつ 15～39 歳のワカモノを対象に、専門的な技術をもつキャリアカウンセラーや、社会人の

方々、企業や市民団体の方々、地域の人々など、さまざまな知識や技術、人生経験をもつ奈良県にゆかりのある人たちが相談にあ

たります。

人生相談員によるお仕事相談

奈良のワカモノを応援する【支援者・応援者】向けのプログラムとして、「働くこと」に悩むワカモノをサポートする“人生相談員”

に興味関心のある参加者とともに、奈良県でワカモノを応援していくためのこれからのサポートの在り方や、共に助け合うまちづ

くりについて考え、意見交換をする『「人生相談員」50 人大会議！』を 2 回、開催しました。その他にも、毎月 2 回、奈良公園

のごみをひろいながら、参加者同士でコミュニケーションを深めるイベント「ミッツさんといく、森のごみひろい in 奈良公園」

を開催。

実施日：2016年 1月 24日（日）『「人生相談員」50人大会議！』

実施日：2016年 3月19日（土）『「人生相談員」50人大会議！』part2

イベント・セミナーの実施

2016 年 2 月1日（月）からは、【「働くこと」に悩むワカモノ】向けプログラム「ツナガリ就活 in 奈良」を実施しました。

ワカモノと企業をつなぐ“ワークコーディネーター”とともに、3日間の社会人基礎力養成講座と3週間の企業での職場体験を受け、

その後、ワカモノと企業の間でマッチングが成功した場合は、そのまま企業へエスカレーター式に採用される就職プログラムです。

【参画企業】

株式会社イベント 21 ／丸山繊維産業株式会社／株式会社シーズクリエイト／株式会社八百彦商店／医療法人 健和会／株式

会社／梅守本店／株式会社飛鳥荘

就職プログラムの実施
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本プロジェクトを広く周知していくための広報ツールを制作しました。イベント

セミナー

「人生相談員」50 人大会議！

就職プログラム「ツナガリ就活 in 奈良」

■実施日：2016年1月24日（日）

■開催場所：きらっ都奈良 3F研究室（奈良県奈良市橋本町3-1）

■参加対象

「働くこと」に悩むご家族や知人がいらっしゃる方、「働きたい！ワカ

モノ人生相談所 in 奈良」や、ワカモノの就労支援に関心のある方

■ゲスト

石川 重元氏／真言律宗 海龍王寺 住職

矢部 次郎氏／NPO法人奈良クラブ、奈良クラブ GM

塩山 諒氏　／NPO法人スマイルスタイル 代表理事

■参加者数：48名

プログラム

制作物（一部）

「人生相談員」50 人大会議！ pa r t 2

■実施日：2016年3月19日（土）

■開催場所：やまと会議室5階（奈良県奈良市登大路町36番地）

■参加対象

若年無業者の就労支援に関心のある方

■ゲスト

工藤 啓氏　／認定NPO法人育て上げネット 理事長

西田 亮介氏／社会学者

塩山 諒氏　／NPO法人スマイルスタイル 代表理事

■参加者数：37名

ミッツさんといく、森のごみひろい in 奈良公園

毎月2回開催の「ミッツさんといく、森のごみひろい in  奈良公園」

は、ごみをひろいながら参加者同士交流を深めます。

ショウテンガイエイト 2016

地元の「商店街で働く」ことをもっと身近に感じてもらうため、人

生相談員の山本あつしさんとのコラボレーション企画として「ショウ

テンガイエイト2016」を実施しました。奈良市にある8つの商店街の

若手メンバーが企画・運営する、まち歩きと演劇で商店街の魅力に触

れるプログラムです。

＜コラボツアー＞ ※一部抜粋

①『あなたと食べたい、巡りたい』商店街・食べ物語

②『匠の技を見る・食べる・体験する』商店街でつくるを巡るツアー

③『えっ!?こんなところにお店が!』発見・ディスカバー商店街

④演劇のボランティア

【「働くこと」に悩むワカモノ】向けプログラム「ツナガリ就活 in 奈良」を実施。3 日間の社会人基礎力養成講座と3週間の企業での職場

体験を受け、その後、ワカモノと企業の間でマッチングが成功した場合は、そのまま企業へエスカレーター式に採用される就職プログラムです。

実施スケジュール

参画企業 成果

STEP1 エントリー（2016年1月12日～27日実施）

STEP2 ご面談・登録（2016年1月28日～29日実施）

STEP3 「働くテクニック3days講座」の受講（2016年2月1日～3日実施）

STEP4 企業との面談（2016年2月4日）

STEP5 職場体験スタート（2016年2月8日～25日）

STEP6 採用決定（2016年2月29日～3月4日）

・株式会社イベント 21

・丸山繊維産業株式会社

・株式会社シーズクリエイト

・株式会社八百彦商店

・医療法人 健和会

・株式会社梅守本店

・株式会社飛鳥荘

＜参画企業数＞全 7 社

＜参加者数＞8 名

＜就職者数＞6 名

web サイト リーフレット

名刺
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on going
 (2007~) テーマ：まちの清掃活動、若者のボランティア活動参加契機創出

ごみひろい

スマスタ創業時からのプロジェクト。2007 年より、まちの景観を

変えるアートなごみふくろをつかって、主に 20～30 代の若者がまち

の清掃活動をおこなっています。学校や会社帰りに参加できる地域チー

ム別のごみひろいの他、オールナイトごみひろい・無人島ごみひろい

などのイベント型ごみひろいも。軍手さえあれば誰でも気軽に参加で

きるカジュアルな活動は、「なにかしたい」と考える若者たちの最初の

コミュニティとなり、現在は社会人基礎力養成を目指す若者に提供す

るプログラムとしての機能を果たすまでにもなっています。

背景

・まちのごみひろい 月 4回開催（アメリカ村／池田／尼崎）

・イベント型ごみひろい 年 1回開催（オールナイト／無人島など）

概要

・これまでの参加者人数8,000人以上

・第5回大阪マラソン「美しいまちを支える」公式寄付先団体として選定

・2011年 3月、本プロジェクトを題材にしたドラマ「ハジメノイッポ」

 （テレビ大阪）放送

・ごみひろいでの出会いがきっかけとなり結婚したカップル 2組

成果

まちのごみひろい

リーダー：古谷マスター
実施日時：毎月第 2・4火曜日 20:00～21:00
集合：digmeoutART&DINER
実施回数：約 190 回

アメリカ村ごみひろい

リーダー：ごう先生
実施日時：毎月第 3金曜日 20:00～21:00
集合：阪急電車池田駅 改札前
実施回数：約 83 回

池田ごみひろい

リーダー：大谷先生
実施日時：毎月第 4木曜日 20:00～21:00
集合：阪神電車尼崎駅 改札前（噴水側）
実施回数：約 98 回

尼崎ごみひろい

リーダー：ミッツさん
実施日時：月 2 回不定期開催 13:00～14:00
集合：「近鉄奈良駅」駅近くの「行基像」前
実施回数：9 回

ミッツさんといく、

森のごみひろい IN 奈良公園

・中崎町ごみひろい 実施回数：27 回
・堺ごみひろい 実施回数：6回
・扇町ごみひろい 実施回数：12 回
・北新地ごみひろい 実施回数：約 86 回

活動終了

・京都ごみひろい 実施回数：41 回
・西ノ宮ごみひろい 実施回数：29 回
・西九条ごみひろい 実施回数：35 回
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イベント型ごみひろい

御堂筋1000 人ごみ PLAY！！（2008 年 10 月 12 日）

梅田新道から本町通の約 1.6 キロを歩行者天国にする「御堂筋

Kappo（かっぽ）」内のコンテンツ「御堂筋 Kappo　1000 人ご

み PLAY！！」の企画・運営を担当。花柄や魚柄のかわいいゴミ袋

を手に清掃活動を行いました。

無人島ごみひろい （2009 年～）

和歌山県・友ヶ島は、多くの自然に恵まれ、夏はマリンレジャーや自然観察・ハイキングを楽しめる近年人気上昇中の島と

しても知られていますが、一方で、海流の流れに乗ってたくさんのゴミが漂着する島でもあります。日本の都会から出るゴ

ミや海外から流れ着くゴミ。つまり、わたしたちが住んでいる地域から出ているゴミは、街を経て、川を下り、海に流れ付き、

瀬戸内の島や太平洋へ流出しているのです。島ゴミの悲惨さを体感し、島と繋がっている自分たちのライフスタイルを見直

すきっかけや、わたしたちが生活の中でできることを見つける機会として毎年1回開催、2015年度で 9回目となります。

※「無人島ごみひろい」は、NPO法人ゴミンゴ・ゴミ拾いネットワークと協働し「島ゴミプロジェクト実行委員会」として活動しています。

地名ゴミの調査

地名を特定できるゴミ（地名や電話番号が書かれたライター、ゴルフ練習場の名前が書かれたゴルフボールなど）や表記が

日本語ではない外国製品と思われるゴミが数多く見られます。このようなゴミから、友ヶ島へ漂流するゴミが捨てられた場

所や地域を特定または推定し、分析・調査したものを和歌山市へ報告しています。

香港 ベトナム 大阪府門真市 神奈川県三浦市

ごみぬりえ

カラフルな漂着ゴミを並べて、ゴミのぬりえを制作。ぬりえコン

テンツを通じて、私達の生活ゴミが島に流れ着いているという事

実を視覚的に感じ、学びます。年齢を問わず参加者が一緒に取り

組み、漂着ゴミについての理解を深めるきっかけへとつなげます。

後 援：和歌山市

参加者：平均 100 名前後

ゴミ袋（45L）：平均 200 袋 前後

オールナイトごみひろい（2007 年～）

夜中の 23 時に道頓堀に集まり、チーム別でごみの量を競うオールナイトごみひろい。オールナイトでの開催なので、まちのごみひろいの時間帯

に参加できない人や遠方からの申し込みも多数あり、毎回 100 人ほどの若者が集まります。

実施回数 ：47 回

ゴミ袋提供： GARBAGE BAG ART WORK　

参加者：100 名前後

ラジオ局 FM802がサポートする大阪市の取り組み、市民協働キャ

ンペーン「Livin’ with ♥ OSAKA CITY ～アメ村コスプレごみ

拾い～ 」に協力というカタチで参加しました。

コスプレごみひろい（2009 年 10 月 31 日 ・2010 年 10 月 31 日）

5 月 3 日はごみの日と称し、日本全国でごみひろいが行われてい

る中、スマイルスタイルもごみひろいを企画。2008 年度は約 50

名の若者が参加、翌年度は若者 55 名と 6 匹の犬が参加。2008

年度のみ特別に犬のデザインごみぶくろを制作しました。

53 DAY 53PLAY　～ごみのひ。ごみひろい。～（2008 年 5月 3日・2009 年 5月 3日）
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テーマ：チャリティ文化の普及、寄付金活動

大阪マラソンーチャリティ活動ー

大阪マラソンは「チャリティ文化の普及」を目指し、参加ランナーや

ボランティアなど多くの方々がチャリティに参画する機会を提供して

いる”チャリティマラソン”です。個人がチャリティを通して、あら

ゆる問題に参画できる仕組みは、持続可能な社会づくりの実践的プロ

グラムであるとともに、未来を創造する社会・文化づくりにおいて重

要な位置づけと捉えています。民間・共済型モデルの確立を目指し、

大阪マラソンと共に、地域を育て、歩んでいきたいと考えています。

背景

第5回大阪マラソンのオフィシャル寄付先団体として選ばれ、「美しい

まちを支える」というチャリティテーマの枠で寄付金を募集。2007年

より取り組む清掃活動が、今では若者就労支援の一環となっているよう

に、外観の美しさだけではなく、若者一人ひとりがイキイキと働くこと

のできるまちこそが「美しいまち」の本質なのではないかと呼びかけま

した。

チャリティランナーと若者の交流が生まれるイベントを開催したり、ハ

ローライフに訪れる若者と「応援グッズづくり」や「沿道応援」を共に

体験することで、チャリティマラソンへの理解を促進。さらに、大阪マ

ラソンEXPOでは、たくさんのランナーとの交流を通じてチャリティ活

動の機会を促進し、大会全体を盛り上げました。いただきました寄付金は、

次年度以降に活用させていただきます。

概要

大会全体寄付金額：127,683,676 円

スマイルスタイルへの寄付金額：6,403,438 円

大会当日沿道応援者：1,320,000 人

出走者数合計：32,313 人

スマイルスタイルチャリティランナー数：18名

実施内容

・7月28日・8月 3日・8月20日・8月24日

・9月1日・9月10日・9月25日・10月20日

スマスタマラソン部（交流会）

成果

大阪マラソンに関するクイズをしながらランニング交流会

ハローライフを利用する若者と共に大阪マラソンの応援グッズづくり

大会前3日間をかけて行われるEXPOではブースを設置し、寄付金活動を実施。

大会当日はハローライフを利用する若者と共に沿道でランナーを応援しました。

大阪マラソン EXPO（インテックス大阪）＆大会当日

ランナーと交流をしながら、団体の取り組みや想いを伝えた

大阪マラソン当日、約 130 万人の沿道応援者に混ざりランナーを応援

on going
 (2015.5~)
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・ひいらぎ様「大阪に恩返しがしたい！」　¥70,000

・小山三津子様「2015 大阪マラソン！笑顔＆High-Touch で大阪の街を走り切るで *v(^o^)v*」　¥70,000

・かつお様「人生初のフルマラソン！大阪のまちをきれいにするNPO「スマイルスタイル」を応援します！」　¥76,500

・NT 様「若い世代が暮らしやすいキレイな大阪に」　¥70,000

・中村智也様「自分のため、仲間のため、お世話になった人達のため。人生初のマラソンでの完走に挑みます！」　¥73,600

・カッシー様「大阪の未来を創る活動されてるスマスタに恩返し。」　¥70,000

・塩山諒様「大阪マラソン、リベンジします！！！（3年前に 35 キロ地点でリタイヤしました。）」　¥70,000

・藤吉航介様「娘に全力で走る背中を！大阪マラソンサブフォーで完走して、「若者の社会参加の一歩」を応援！」　¥70,000

・しりゅ様「教育が世界を変える！多様性が認められる社会へ！」　￥75,500

・山崎良様「生まれてくる子どもたちに伝えたい、 大阪の素晴らしさ！日本の素晴らしさ！！そして、大人の本気の素晴らしさ！！！」　¥70,000

・shirokuro 様「大阪の街をもっときれいに！もっと楽しく！元気になることを応援。街のキレイから笑顔を作る！」　¥70,000

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  そのほか、プッシュ様、たがわ様、木戸伸幸様、森拓郎様など、計 18 名。

 チャリティランナー紹介

「人とのつながり、社会に出る後押しをしてくれた皆さんに恩返しがしたい」

若年無業者（ニート）らの就労支援や、ごみ拾い活動を手掛ける「スマイルスタイル」（大阪市西区）への寄付

を募るチャリティーランナーの１人、中村智也さん（38）はそう話す。大学卒業後、イベント会社で 5年勤め、

語学力を磨くためと 2006 年からオーストラリアで 1年働いたが、帰国後の就職活動に挫折。作業療法士の資

格を得ようと、08 年に専門学校に入学したものの、授業の最中に突然息苦しくなり、声が出なくなった。実習

でも緊張のあまり、終了後に何も思い出せないことが続いて留年。パニック障害と診断された。「患者と向き合

う立場になる人間がこんなことでいいのか。」苦しむうち学費が尽きて休学した。

友人宅で 1年間、引きこもり、12 年秋からホームレス生活に。図書館やネットカフェで過ごすようになった。

持ち金が 2000 円を切った 13 年 9 月、実家に戻ると父から「お前はいつも独りで決める。一度プロの意見を聞いてみろ」と諭された。そして足を運んだ先がスマ

イルスタイルだった。

企業でのインターンシップなどをしながら就労を支援するプログラムがあり、その事前準備として参加者同士で話し合った際、悩みを打ち明けあった。「人前で言葉

が出ない」「自分には長所がない」。その時、「初めて僕は独りじゃないとわかった。心をさらけ出すと、目の前の壁が消えた気がした」という。

職場体験したラーメン店でその後、アルバイトとして働き、「もっと多くの人と知り合いたい」と活動的な性格になっていった。さらに出会いの輪を広げたのが同団

体が企画する街の清掃活動だ。インターネットで告知を見た人が飛び入りで集まるごみ拾いイベントを通じて、まつづくりにも関心を持った。「ホームレスの生活を

支える居場所をつくりたい」とラーメン店を退職し、今年 5月には大阪市生野区に生活困窮者ら様々な人が集える低価格カフェを開いた。

チャリティーランナーにならないかと、スマイルスタイルのスタッフから誘われたのは今春。長距離走の経験はないけれど、「あがきながら生きることは決して恥ず

かしくないとわかった。だから、マラソンも格好悪く、しぶとく走るつもりです。」

同じようにチャリティーランナーに登録したスタッフや仲間らと励まし合いながら練習を重ねている。

中村智也さん

チャリティランナーのエピソード 「苦しむ人に居場所」     2015 年 9 月 10 日（木）　読売新聞 より転用

チャリティランナーの声 第５回大阪マラソン公式web サイトより

完走できたのは沿道の声援と寄付をしてくだ

さった方の想いなので、本当に大阪の皆さん

に感謝です。

Twitter で呼びかけをすると、一度も会った

ことのない方からの寄付がたくさんありまし

た。

直接会ってお話をしたり、SNS で呼びかける

など、身近な人から知らない人にまで、ドン

ドン寄付のお願いの輪を広げていきました。
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企業デザイン
Consulting & Branding for Corporations

「採用募集をしても、人が来ない。」

「入社してもすぐに離職してしまう。」

「従業員の士気を高めたい。」

「自社のことをお客様にしっかり発信したい。」など、企業はさまざまな課題を抱えています。

わたしたちは、誰もがしあわせに働き・働き続けることができる社会づくりに向け、

若者だけではなく、企業が抱える課題を解決へと導くソリューションの提供を行っています。

例えば、若者が働き・働き続けるための職場環境づくり、企業における理念浸透、採用戦略、

業界への若手参入促進など、企業の経営や採用にまつわる課題を解決へと導くために、

企業ブランディングや若手社員の“人材化”“職場定着”に向け、働きやすい職場環境づくりに取り組む

先進的な企業を調査研究する企業向けセミナーの実施などを行っています。

生き残りをかけた経営戦略の一環として、これまでさまざまな提案と実践に励んでいます。

企業に向けて提供しているソリューション

■ コーポレートブランディングにおける
　・企画／プランニング
　・ブランド戦略立案と実施
　・ツール制作（スローガン・ロゴ・名刺・パンフレット・封筒・web サイト など）

■ 企業向けセミナーの実施　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　など。

For Corporations



大阪ビジネステーマパークプロジェクト
クライアント：MID都市開発株式会社　テーマ：エリアブランディング、企画・プランニング、
ブランド戦略立案と実施、社会実験の実施、ツール制作（ロゴ・webサイト・チラシ・タブロイド紙・フラッグ・看板・バックパネル等）

new!
 (2014.12~2016.3)

OBP（大阪ビジネスパーク）は、大阪城公園に隣接し、26haの敷地を誇る自然豊か

なビジネス街で、およそ 3万5,000人が働いています。1986年の街びらき以降民

間主導で街づくりを行い、「働きたい街 No.1」と評価された程の盛り上がりを見せ

たOBP。しかし、梅田・中之島・天王寺等のターミナルエリアの都市開発が進む中で、

今もなお独自の街づくりを行うOBPも、かつてほどの活気がなくなってきました。そ

こで、来街者増加や企業誘致・コラボレーションなどから活性化をすすめ、持続可

能なエリアマネジメントの可能性を模索するべく、本プロジェクトが始動しました。

「大阪ビジネス“テーマ”パーク」をコンセプトに、OBPに拠点を構える11社の民間企業（※

2015年10月より法人化し、一般社団法人大阪ビジネス協議会）とこの街の再活性に向けた 4

日間（2015年10月8～11日）の社会実験「OBPホコ天フェスタ PARK AVE-NEW！（パー

クアベニュー）」を開催しました。舞台となったのは、将来的なリニューアルを検討中の

OBPを南北に結ぶメインストリート“パークアベニュー”。社会実験実施の4日間、交通規

制をかけ、全面歩行者天国化されたパークアベニューには、さまざまな民間企業やワー

カーとのコラボレーションによって実現したスポーツ、音楽、グルメ、ワークショップなど、

ジャンル豊かなコンテンツが配置され、街を賑わせました。弊社ではエリアブランディ

ングにおけるコンセプト制作をはじめ、社会実験の企画・運営、広報展開を中心に、

OBPエリアを継続的に活性化していくためのエリアマネジメント費用獲得に向け

たビジネスモデルの構築など、プロジェクトにおけるさまざまな業務を担当しました。

（※）一般社団法人大阪ビジネス協議会　下記 11社の民間企業により構成
住友生命保険相互会社・MID 都市開発株式会社・株式会社竹中工務店・KDDI 株式会社・富
士通株式会社・讀賣テレビ株式会社・東京海上日動火災保険株式会社・株式会社近畿大阪銀行・
株式会社朝日ビルディング・マルイト株式会社・三井住友信託銀行株式会社

背景

概要

背景

OBPエリアを再び「働きたい街No.1」にしていくために、「個人の時間の充実」「OBPコミュニティ内での交流」「OBPの社会的魅力向上」の3つのキーハーベ

ストを設定し、コンテンツを策定。また、OBP エリアを継続的に活性化していくためのエリアマネジメント費用の獲得に向け、いくつかの仮説を立て、その仮説

を実証するために4日間の社会実験を行いました。

構想

4日間の社会実験「OBPホコ天フェスタ PARK AVE-NEW！」来場者数
2015年10月8日（木）　約9,000人／ 9日（金）　約9,000人／ 10日（土）   約12,000 人／ 11日（日）   約15,000人 合計：約 45,000 人

成果

「働きたい街　No.1」に向けてのステップ

 「働きたい街No.1」に向けてのハーベストの設定STEP1

社会実験に向けたコンテンツの策定STEP3

社会実験結果の効果測定（アンケート・関係者へのヒアリングの実施）STEP5

社会実験の結果を踏まえビジネスモデルを構築STEP6

社会実験の実施STEP4

 OBP エリアのエリアマネジメント費用獲得に向けての仮説を設定STEP2

OBPエリアが「働きたい街No.1」になるために必要な要素を洗い出し、そのハーベストを設定しました。OBP で働く 3 万 5,000 人のワーカーが朝出勤し、夕方退

勤するまでの時間の中にある“スキマ時間”の有効活用を図る「個人の時間の充実」、OBP で働くワーカー同士での交流を深める「OBP コミュニティ内での交流」

や、OBP の魅力を OBP 外へと発信する「OBPの社会的魅力向上」の3つのハーベストを掲げました。

今回の社会実験以降も継続して、OBP エリアを活性化していくためのエリアマネジメントの費用を獲得するために、企業からの広告出稿費や、OBP エリアに出店

する店舗からの出店料（エリア使用料）などの回収など、いくつかの仮説を立て、その可能性について考えました。

いくつかの仮説に基いて、社会実験のコンテンツを策定しました。同時にワーカーからのコンテンツアイデアを募集しました。

ワーカーや民間企業とのコラボレーションによって準備が整ったコンテンツを 4日間の社会実験イベントで実施しました。

社会実験終了後、社会実験の内容について、アンケートを就業者・来街者・出店者・関係者にとり、効果を測定しました。

社会実験の結果をもとに、OBP のエリアマネジメント費用獲得に向けたビジネスモデルを構築しました。
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実施内容

2015 年 10 月 8 日（木）～11 日（日）の 4 日間で実施された社会実験「OBP ホコ天フェスタ PARK AVE-NEW！」は、

OBP エリアの魅力的な活用方法や、可能性を模索すべく、さまざままなコンテンツを設置しました。

交通規制

2015 年 10 月 8 日（木）～11 日（日）の 4日間の社会実験は、OBP のメインストリー

ト「パークアベニュー」を交通規制により、車の出入りを一切無くし、完全歩行者天国化

することで実施されました。完全歩行者天国化された「パークアベニュー」には、キッ

チンカーや産直マルシェ、ワークショップテントなど、ワーカーや来街者が楽しめるコ

ンテンツを設置し、賑わいを創出しました。

交通規制時間：10 月 8 日（木）　～9 日  （金）  6 時 30 分～21 時 30 分

　　　　　　　10 月 10 日（土）～11 日（日）9 時 00 分～19 時 00 分

オフィス街ワークショップ

平日は「スターバックス presents コーヒーセミナー」や「朝ヨガ」「美容ウォーク」など、ワーカー

が仕事と仕事のスキマ時間に参加できるようなワークショップを実施。休日は、「アイシングクッ

キー体験」や、「フラワーアレンジ教室」などを実施しました。

オフィス街イベント

平日はワーカー向けのランニングイベントや交流イベントを実施。休日は子供も楽しめるような家族向けのスポーツチャン

バライベントや、ミュージックイベントを実施しました。ミズノ presents ランニングクリニック／走るサラリーマン＆OL！

OBP 最速企業決定戦／ OBP ミュージックフェスタ／チャンバラ合戦 -IKUSA-　等。

オフィス街出店（産直マルシェ）

休日限定のコンテンツとして、交通規制をかけた車道空間上にテントを設え、graf.（有限会社デコラティブモードナンバースリー）

のご協力のもと、産直マルシェ「FANTASTIC MARKET（ファンタスティックマーケット）」を実施しました。

実施日：2015 年 10 月 10 日（土）／ 10 月 11 日（日）

オフィス街サンプリング

レッドブル・ジャパン株式会社のご協力のもと、ドリンク商品

のサンプリングを実施。2015 年 10 月 9 日（金）の夕方の配

布時には DJ 機器の備わったイベントカーでのサンプリングも行

いました。

実施日：2015 年 10 月 8 日（木）

　　　　　　　　 10 月 9 日（金）

フラッグ広告

OBP のメインストリート「パークアベニュー」沿いに立ち並ぶ 47 本の街灯に、今回の

社会実験のイベント告知フラッグを掲示しました。「名探偵コナン」のキャラクターを起

用したフラッグ広告は、2015 年 8 月 29 日～10 月 14 日までの期間、OBP エリアを

彩りました。

掲示枚数：94 枚

協力企業：讀賣テレビ株式会社

オフィス街出店（キッチンカー）

平日限定のコンテンツとして、交通規制をかけた車道空間上

にキッチンカーを 9 台並べ、ワーカーや街来者にむけて飲食

物の提供を行いました。

実施日：2015 年 10 月 8 日（木）～10 月 9 日（金）
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おおさかカンヴァスの作品設置

大阪府府民文化都市魅力創造局 文化・スポーツ課の「おおさかカンヴァス推進事業」との連

携で、アート作品を公開空地に設置。高さおよそ 2m の巨大な水槽内に、謎のサラリーマンが

平日の2日間限定で現れ、パフォーマンスを行いました。

実施日：2015年 10月 8日（木）～9日（金）

ノスタルジック街頭紙芝居口演

OBP エリアをより良くしていくためのアイデアとして投稿された「街頭紙芝居」を投稿者自らが実施し、OBP エリアを盛り上

げました。

実施日：2015 年 10 月 8 日（木）～11 日（日）

木製パレットの大型ベンチ設置

木製パレットをリユースして作り上げた大型ベンチを設置。およそ 220 枚の木製パレットを積み上げ、ワーカーたちが自由に休憩や交

流ができるエリアとして社会実験期間中、開放しました。

実施内容

OBTP プロジェクトは 2段階に分けて、プロジェクトを広報しました。

STEP1.グランドコンセプトの決定

STEP2 .グランドコンセプトのリリースとワーカーからのアイデアの募集

STEP3.社会実験のコンテンツの発表

OBPのメインストリート「パークアベニュー」の再開発を皮切りに、エリア全体の価値を高めていくため、OBPの街全体の軸となるグランドコンセプトを設定し
ました。それが本プロジェクトの名称にもなっている「OSAKA BUSINESS THEME PARK（大阪ビジネステーマパーク）」です。

投稿された【アイデア】や【アクション】の中から、実際に社会実験時に実現するものについて、OBPワーカーやOBTP運営委員会による「意見交
換会」にて、意見を出し合いながら選定を行っていきました。選定された【アイデア】や【アクション】をwebサイト上で発表しました。

社会実験当日のコンテンツが決定した後は、webサイトやタブロイド紙（2万部）やOBP内街灯にあるフラッグ広告を掲示し、イベントへの参加を
促していきました。

2015年10月8日（木）～11日（日）までの4日間、「OBPホコ天フェスタ PARK AVE-NEW！」を実施しました。
4日間でおよそ、45,000人がOBPエリアに足を運びました。

今回の社会実験では、OBPで働く3万5,000人のワーカーたちから、この街をもりあげていくための

アイデアやアクションを募集。6月にオープンしたwebサイトで、「OBPに欲しいものは？」という問

いかけに対し、webサイト上で投稿できる仕組みを設置。アイデアだけを投稿する【アイデア部門】

と、アイデアに加え投稿者が主体となって社会実験時に実施する【アクション部門】の2つの部門に

分け、2015年6月15日からおよそ2週間の期間、アイデアを募集しました。その後、投稿されたアイデア

とアクションを選定。選定されたOBPの活用方法のアイデアの中から社会実験のコンテンツとして、実

際に実施されたものもありました。

OSAKA BUSINESS THEME PARK
オオサカ                                  ビジネス                                         テーマ　                       パーク

ノスタルジック紙芝居走るサラリーマン＆OL！OBP最速企業決定戦

朝はランニングを楽しみながら出社したり、昼は健康的で美味しいランチを青空の下で食べたり、夜は他企業のメンバーと講座やイベントを通して交流を深めたり。OBPで働く3万5000人

が日々の仕事やアフター5がもっと充実するコンテンツを提供していくことで、ワーカーの「働く」時間はもちろんのこと、それ以外のスキマ時間が仕事に活力を与えていきます。テーマ

パークに遊びに行く胸の高鳴りのようなワクワクをワーカー一人ひとりに感じてもらうことができれば、ここに来ることが楽しみになる。ここで働きたいと思ってもらえる。ここで働く

ことが自慢になる。そんなOBPにしかない、オンリーワンな個性を創りだすために掲げたグランドコンセプト。

STEP4.社会実験当日に向けた広報活動を展開

STEP6.社会実験の実施
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広報ツール（一部）

OBTP プロジェクトではさまざまな広報ツールを制作しました。

アイデア募集チラシ

フラッグ広告

タブロイド紙

産直マルシェ（FANTASTIC MARKET）チラシ
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企業ブランディング　200万回の選択。
クライアント：NPO法人ちゅうぶ（旧：NPO法人中部障害者解放センター）　　　　　
テーマ：コーポレートブランディング（企画・プランニング、ブランド戦略立案と実施）、ツール制作（スローガン・ロゴ・名刺・パンフレット・封筒・webサイト）

障害のある方が地域で自立して生活できるよう、相談支援や訪問介護など

さまざまなサービスを提供している NPO 法人ちゅうぶ（旧：NPO 法人

中部障害者解放センター）。法人設立 30 年を迎える節目として、新たな

コーポレートブランドを社員参加型のファシリテーションプログラムに

よってつくりあげました。

約30年の歴史を持ち、実現したい社会に向け行動を起こしてきたちゅうぶ。

「ちゅうぶがずっと大切にしてきたもの何なのか？」

「これから実現していきたい社会はどんな社会なのか？」

ちゅうぶの若手スタッフから理事メンバーまでが一堂に会し、過去を振り

返りながら、それぞれの議題に対してお互いの意見を交換しました。

その中で、最もよく発言されたのは障害者の「自立」というキーワード。

これまではスタッフが各々に考えてきたちゅうぶの目指すべき「自立」の

形について、法人全体で見直し、理念として何をかかげるかを検討して

いきました。

背景背景
 社名

約 30 年前、障害者差別が激しかった頃にかかげられた社名「NPO 法人中部障害者解放センター」には、【解放】という

言葉が使われていましたが、今回のコーポレートブランディングを機に、社名の変更を検討。これから目指していく法人

のあるべき姿を見据え、「NPO 法人中部障害者解放センター」ではなく、「NPO 法人ちゅうぶ」へと社名を変更しました。

長い歴史を共にした社名を改めることは容易なことではなく、当法人にとっても覚悟のいる決断となりました。

「NPO法人中部障害者解放センター」から、「NPO法人ちゅうぶ」へ。

 スローガン

ちゅうぶの考える自立は“障害があっても、人のちからを借りて自己選択・自己決定すること”。そんな障害者の自立を実現

していくためのスローガンを新たにつくりあげました。1 日 70 回、一生涯でおよそ 200 万回の選択と決定を繰り返して

生きている健常者。そんな健常者と同じように、生活の中で様々なことに制限がかけられる障害者でも「200 万回の選択。」

が実現できる社会づくりを目指していくことをスローガンに掲げています。
※2000 人を対象に行われた調査で、人間は 1 日 70 回の選択を繰り返しているという結果がでています。（「選択の科学」著書：シーナ・アイエンガーより）

「200 万回の選択。」

 ロゴマーク

誰もが自己選択・自己決定して生きていくためのちゅうぶの活動。その活動は、これか

ら先の明るい未来へとつながっていきます。ロゴマークはそんな継続的に続く活動を表

す螺旋のようなかたちと、新法人名「ちゅうぶ」の頭文字、「ち」を重ねあわせたマーク。

ちゅうぶの活動が社会に＋（プラス）となり、ちゅうぶの掲げる「200 万回の選択。」

が実現される社会になるようにという想いが込められています。

螺旋のように継続的に続く、社会をプラスに変える活動のかたち

new!
 (2014~2015.4)
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概要 概要

関西において理容室・美容室を展開する株式会社ロイヤルにて、スタッフ

間における経営理念の更なる浸透や、同じ目標を持ったチームづくり、

顧客へのサービスの質の向上を目指し、コーポレートブランディングを

実施しました。

離職率の高い職業とも言える理美容業界。夢をもって入ってくる若者が

多い中、社会的側面から見ても、その環境が整備されていない現状があり

ます。

そこで、他の業界に引けを取らない環境や待遇、仕事への充実度を実現

させたいというロイヤルの想いから本プロジェクトが誕生。まずは幹部

クラスから新入社員までが、ロイヤルのスタッフの在るべき姿をスタッフ

自身が洗い出す「ロイヤルミライ会議」を実施しました。そこで挙がった

声から明確となった、顧客への「おもてなしの心」と、社名が意味する

「最上級の」を掛け合わせ、スローガン「ロイヤルオモテナシー」を提案。

ロイヤルが向かうべき羅針盤として発表し、各ツールのトータルデザインに

反映しました。

企業ブランディング　ロイヤルオモテナシー
クライアント：株式会社ロイヤル　　　　テーマ：コーポレートブランディング（企画・プランニング、ブランド戦略立案と実施）、
ツール制作（スローガン・ロゴ・タブロイド新聞・名刺・ショップカード・封筒・スタッフ手帳）

企業ブランディング　LIVELOCAL?
クライアント：NPO法人み・らいず テーマ：コーポレートブランディング（企画・プランニング、ブランド戦略立案と実施）、
ツール制作（スローガン・ロゴ・名刺・パンフレット・封筒・web サイト）

障がいのある人・発達障害や不登校や引きこもりの子どもたち、高齢者へ

の支援を行うNPO法人み・らいずが目指す「しあわせ」の意味を、内外に

正しく発信するため、新たなコーポレートブランドを、ファシリテーショ

ンプログラムにより社員参加型でつくりました。

学生スタッフから理事メンバーまで幅広い世代が意見交換し、「み・らいず

という団体が存在する理由はなにか」「目指すべき社会像」などを抽出。

そして、長年の支援の現場から再確認された「地域（LOCAL）であたりまえ

に生きる（LIVE）」というみ・らいずにとってのしあわせの形を

「LIVELOCAL?」というスローガン（造語）で表現しました。

最後を「？」で締めくくったのは、迷ったとき、意見がぶつかりあったとき、

それが LIVELOCAL につながっているか、スタッフや社会に常に問い続け

ていこうという意思表明。み・らいずが実現する理想のまちの未来図の上で、

あたりまえのような格好で暮らしている人をロゴマークに採用しました。

finished finished
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次世代ワークスタイル研究所
クライアント：大阪府 　　テーマ：若者就労支援

on going
 (2012~)

「働きやすい職場環境」をテーマに、様々な企業や個人が実践している取り

組みを調査研究し、働きたいという意思を持ち行動を起こしている若者の

就労の活性に取り組む機関です。平成 26 年度については、若手社員の“人

材化”や“職場定着”に向け、働きやすい職場環境づくりに取り組んでい

る先進的な企業を調査研究するための経営者向けセミナーや、企業コンサ

ルティングを実施しています。経営者やマネージャー層に有益な情報を提

供・発信し、企業支援を行うことで、企業成長の拡大と若者が働き続ける

ことができる社会環境づくりをめざしています。

1）働きやすい職場環境づくりを実践している企業の調査研究

2）若者の職場定着と企業成長の関係性についての調査研究

3）離職する若者の傾向と実態、

　  その解決に向けた企業の取り組みの調査研究

4）先進的な取り組みをする企業の調査研究レポートの作成と、

　　実践ノウハウのオープンソース化および蓄積

5）企業経営者・マネージャー層向けの調査研究イベント

　  その他イベントの実施

6）企業コンサルティング

背景

概要

背景
次世代ワークスタイル研究所セミナー・イベント（～2014 年3月）

『「従業員は家族」「元受刑者採用」千房の経営理念・雇用理念を徹底解剖！』

千房株式会社 代表取締役 中井政嗣氏

参加者数：73名

次世代ワークスタイル研究調査会　2012年 12月 11日

『日本で一番“社員が辞めない”会社のつくりかた。』

東京大学大学院 教授 本田由紀氏

ChatWork 株式会社 代表取締役 山本敏行氏

参加者数：98名

次世代ワークスタイル研究シンポジウム　2013年 02月 10日

『全社員完全自由出勤。残業ゼロ、ワークシェア。』

株式会社エス・アイ 代表取締役 今本茂男氏

参加者数：17名

次世代ワークスタイル研究調査会（府事業外）　2013年 05月15日

「企業成長のカギは、若者にアリ。」

NPO法人育て上げネット 理事長 工藤啓氏『わたしたちが知っておくべき、若者の真実』

東京大学大学院 教授 本田由紀氏

『日本社会の変容と若者雇用において求められる社会の在り方』

認定NPO法人フローレンス 事務局長 宮崎真理子氏『企業成長を導く“働き方革命”』

次世代ワークスタイル研究シンポジウム　2014年 02月 08日
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「5%の低離職率を実現する企業風土づくり」株式会社良品計画 代表取締役会長 松井忠三氏

「育休取得率 100％を実現した女性活用推進委員会」株式会社千趣会 毛利尚子氏

プログラムスケジュール

企業経営者・マネージャー向けイベント。若手社員の“人材化”や“職場定着”に向け、 働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる先進

的な4つの企業よりゲストをお迎えし、各企業の取り組みについてご講演いただきました。

 第五回次世代ワークスタイル調査研究会　2014 年 11月 23日

第一部／ 13:00-15:30

13:00-　オープニング

13:15-　株式会社良品計画 松井忠三氏ご講演

14:20-　株式会社千趣会 毛利尚子氏ご講演

15:20-　クロージングトーク

休憩・第二部開場／ 15:30-16:00

第二部／ 16:00-18:30

16:00-　オープニング

16:15-　株式会社クロフーディング 黒岩功氏ご講演

17:20-   株式会社リーダーシップコンサルティング 

　　　　 岩田松雄氏ご講演

18:20-　クロージングトーク

現在、国内 400 店舗、海外 24 カ国に 286 店舗を構え、日本を代表するブランドとして世界に進出している無印良品。そんな輝かしい功績

からは想像もつきませんが、設立から 20 年となる 2000 年、38 億円の赤字状態へと急降下。世間から「無印の時代は終わった」といわれ

るほどの経営危機に陥っていました。そんな苦しい状況をなんとか乗り越え、世界中から愛される「MUJI ブランド」を再度つくりあげた背景に

は一体どのような取り組みがあったのか。様々な研究と実践を重ねた末に辿り着いた、徹底された現場目線の「仕組み」と「風土」について

ご講演していただきました。

【講演のキーポイント】

１，現場主義のマニュアル「MUJI GRAM」

２，全員チェック制の「デッドライン」

３，無印生まれ・無印育ちから経営者へ。「人材委員会」

４，強い組織をつくる「異動」

５，最後の勝負は「社風・風土」

  「ウーマンスマイルカンパニー」をビジョンに掲げ、通販事業を主軸に女性に関する様々な事業展開を行う、株式会社千趣会。

少子高齢化を進み続ける日本にとって、女性が活躍できる土壌づくりは様々な課題を解決する突破口として、大きな期待が寄せられています。

しかし、企業単位では思うような成果を出せずに、頭を悩ませる経営者が多いのが現状。そんな多くの企業が女性活躍に苦心する中、女性の

活躍推進に力を入れる千趣会は、女性の育休取得率・育休後復職率 100％という素晴らしい結果を残しています。お客様だけではなく、社

内までも「ウーマンスマイル」にしてきた秘訣を講演していただきました。

【講演のキーポイント】

１，プロジェクトでも、部署でもなく、“委員会”で進める

２，目に見えるツール作成や遊び心あるネーミングで、社内気運を高める

３，批判の声こそ、大切にする

４，トップを巻き込むことで力強いバックアップを得る

５，当事者の声から独自の制度を生む

６，女性活躍は第二ステージへ

参加者数：120 名（参加申し込み／ 152 名）

開催場所：ブリーゼプラザ小ホール （大阪府大阪市北区梅田 2-4-9 ブリーゼタワー 7F）

成果

「圧倒的定着率を実現する人材育成術」株式会社クロフーディング 黒岩功氏

株式会社クロフーディングが経営するフレンチレストラン「ル・クロ」は、業界内外に「一風変わったレストラン」としてその名を知られています。

“自分の店を持つ”という夢を持つ者の多い飲食業界は、キャリアアップのチャンスを求め数ヶ月～数年単位で職場を転々とするのが通例で、

離職率の高い業界といわれています。一方、ル・クロは働く約 40 名の社員のじつに3割が「出戻り社員」という「一度辞めた社員が、また戻っ

てくるレストラン」。定着を実現させる手法と哲学を講演していただきました。

【講演のキーポイント】

１，従業員満足度を高めるポイントは「おうかがい」

２，人材育成の根底に必要なものは「家族愛」

３，人を変えようとするのではなく、環境を変える

４，「ティーチング」ではなく「コーチング」

５，クレドが浸透している職場こそが、働きやすい職場

「社員の心をつかむ、ミッションを掲げた企業経営」株式会社リーダーシップコンサルティング 岩田松雄氏

岩田氏は、社会貢献活動を積極的に行っている「THE BODY SHOP」を運営する株式会社イオンフォレストや、ブランド企業のスターバック

スコーヒージャパン株式会社において、経営者として確固たる実績をあげてきた専門経営者です。これまでの経歴の中で実践してきたリーダー

シップ教育やミッションに軸を置く企業経営について、スターバックスコーヒージャパン株式会社での取組みやエピソードを例にあげながら、そ

の効果について講演していただきました。

【講演のキーポイント】

１，企業のミッション（＝存在理由）をまず考える

２，企業の目的は、利益の最大化ではなく、ミッションの実現である

３，ミッションをわかりやすい言葉で設定する

４，ミッションは、繰り返しリーダーが伝え続ける

５，その結果自ら考え行動できるスタッフが育成できる
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ChatWork Academy 株式会社 代表取締役 加藤利彦氏

大阪ウェルワーク共同企業体 代表構成員 NPO法人 Deep People 中尾榛奈氏

独自のツールや手法を提供し、企業が抱えるさまざまな課題を解決している会社や団体をゲストに迎え、コンサルティングに関する事例研

究を行いました。ホントにあった企業課題や、それに対して提供してきたコンサルティングメニュー、その効果などリアルなエピソー

ドを各企業からご紹介。5 名のプレゼンテーションの内容に対して、観客のみなさまが「いいね」ボタンで評価、リアルタイムに点数が

加算されていく仕組みは、会場が一体となる盛り上がりをみせました。

 次世代コンサルティング事例研究会　2015 年 02 月 23日

プログラムスケジュール

＜第一部＞コンサルティング事例研究

19:00-　オープニング

19:10-　ゲストプレゼンテーション（1者 15 分）

20:25-　質疑応答

20:35-　クロージング

＜第二部＞交流会

20:50-　交流会

21:20-　クロージング

ChatWork Academy では、『本当に社員のことを考えている会社が受ける従業員意識調査「組織診断」』を提供。この診断を組織改善に

有効なデータとして活用するべく、従業員の意識をさまざまな項目で調査し、組織の問題を客観的に分析、明確化している。

また、従業員意識調査において最も重要となる「診断結果の活かし方」についても手厚くサポート。組織の課題を数値で把握し、その解決に

向けて経営層と社員が一緒にPDCAサイクルを回す、というプロセス自体を離職率低下につなげている。

「大阪でいちばん人を大切にする会社 101」として 101 社の企業を対象に集め、職場環境改善に取り組むサービスを提供。肥後橋にオープ

ンするウェルワークカフェを会場に、若手社員と管理職向けに定期的に研修を行い、社内のコミュニケーション円滑化に向けたノウハウを伝え

ている。最終的には 101 社で行われた取り組みの内容とその結果を集めた事例集を作成予定。（2015 年２月時点）またこのカフェでは、

2015 年 12月から義務付けられたストレスチェックの診断結果に対して専門家からのアドバイスを受けられるサービスもスタート。

参加者数：30 名（映像中継閲覧者／ 20 名）　　　　

開催場所：ハローライフ （大阪府大阪市西区靭本町 1-16-14）

最も点数が高かった企業：NPO法人 場とつながりラボ home's vi

成果

株式会社 i-plug 代表取締役社長 中野智哉氏

i-plug のサービスである OfferBox は、その名の通りエントリー型をオファー型に変えた採用サービス。OfferBox では 500 社、100 万人

の実績を持つ適性検査を導入しており、18項目のコンピテンシー（行動特性）から活躍する人材を定義することができる。企業側は、高いパフォー

マンスを発揮する自社の社員に適性検査を受けさせ、そこから導き出したコンピテンシーに基づき、マッチする学生に直接アプローチすること

ができるという仕組みを構築。

NPO法人 場とつながりラボhome's vi 代表理事 嘉村賢州氏

企業の規模や課題に合わせた対話の場づくり、企業内未来会議を実施。

クライアントは多岐に渡り中小企業・ベンチャー企業・非営利組織・上場企業など。画一的な手法は使わず顧客の事業内容・規模・歴史に合

わせて最適な手法をアレンジするのが特徴。昨今ソーシャル大学など能動的な学びの場が注目されているが、受動的な研修ではなく、自分た

ちの手で自分たちに必要な学びの場をつくるという形づくりにも。

NPO法人スマイルスタイル 代表理事 塩山諒

実際に働く社員の声の調査から、企業の新たな経営理念やスローガンを言語化・可視化し、あえて選ばれる会社づくりのサポート。その内容を

元に社内外に向けてニュース発信し、広報や営業業務の円滑化につながるような“話題づくり”をしている。丁寧なインナーブランディングが、

最終的に社会や地域との新しい関係性を育み、採用人事戦略や事業拡大にまでつなげることができる。

このプロセスの中で、最も力を入れているのが調査。全スタッフ参加型の対話の手法を取り入れ、現状の課題と理想像を照らし合わせることで、

企業の新しい未来像や具体的なアクションプランを“社員全員で”つくりあげる。こうしたプロセスを経ることで、そこから生まれた CI、VI な

どの企業ブランディングの成果が社員の心中にしっかり刻み込まれるものへとつなげる。
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株式会社スマイルズ 遠山正道氏「“共感 ”による会社づくり、ブランドづくり」

『中小企業の採用・定着課題の突破口となる、次世代の経営思考とは ?!』

中小企業がブランド力を身につける必要性とその方法に迫り、採用や定着に向けた自社の魅力づくり・発信のために必要なノウハウを学ぶ

セミナーイベントを開催した。当日は 152 名の方が参加。魅力的なブランドづくりで知られる先進企業の代表 2 名をゲストに、各社の

取り組みをご紹介いただきました。

 次世代ワークスタイル研究シンポジウム　2015 年 12 月 6 日

参加者数：152 名

開催場所：ブリーゼプラザ小ホール （大阪府大阪市北区梅田 2-4-9 ブリーゼタワー 7F）

成果

ゲストプロフィール

1962 年東京都生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、1985 年三菱商事株式会社入社。2000 年株式会

社スマイルズを設立、代表取締役社長に就任。現在、「Soup Stock Tokyo（スープストックトーキョー）」

のほか、「giraffe（ジラフ）」、「PASS THE BATON（パスザバトン）」「100 本のスプーン」を展開。「生

活価値の拡充」を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案

している。近著に『成功することを決めた』（新潮文庫）、『やりたいことをやるビジネスモデル -PASS 

THE BATONの軌跡』（弘文堂）がある。

講演内容（要約）

食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」や、現代のセレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」など、既成概念にとらわれ

ることなく魅力的な事業を生み出している株式会社スマイルズ。創業者であり、代表取締役社長の遠山正道氏にお越しいただき、これまでに

手がけてこられた事業やそれに至るまでのエピソードをお話いただきました。様々な人と出会う中、確信へと変化を遂げた「情熱」と、時代や

世の中を冷静に見つめ多くの共感を生み出す圧倒的な「世界観」。世の中を魅了し、若者を惹きつけるブランドづくりの秘訣に迫りました。

講演内容（キーポイント）

「描く」ことが夢を実現する一歩／共感の入り口「5 感」／「価値」からつくるブランド／「やりたいことをやる」というビジネス

モデル／物語を紡ぐコンセプトメイク

プログラムスケジュール

18:15-18:30【オープニング】　ご挨拶・本事業についてご紹介

18:30-19:20【ゲスト講演①】　株式会社スマイルズ 代表 遠山 正道氏

19:25-20:15【ゲスト講演②】　面白法人カヤック 代表取締役 CEO 柳澤 大輔氏

20:20-20:50【ゲストトークセッション】　ナビゲーター：NPO 法人スマイルスタイル 代表理事 塩山 諒氏（本事業紹介・成果報告）

20:50-21:00【クロージング】

面白法人カヤック 柳澤大輔氏「カヤックの“面白採用”戦略の裏のお話」

ゲストプロフィール

1974 年香港生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業後、ソニー・ミュージックエンタテインメントに入社。

1998年、学生時代の友人と共に面白法人カヤックを設立。2014 年 12月東証マザーズ上場 ( 鎌倉唯一の上場

企業 )。Webサービス、アプリ、ソーシャルゲームなどオリジナリティあるコンテンツを数多く発信する。100

以上のプロジェクトのクリエイティブディレクターをつとめる傍ら、2012年カンヌライオンズ 国際クリエイティビ

ティ・フェスティバル、2010年 東 京インタラクティブ・アド・アワード、2009～ 2015 年

Yahoo!JAPAN インターネットクリエイティブアワードなど Web 広告賞で審査員歴を持つ。ユニークな人事

制度（サイコロ給、スマイル給、ぜんいん人事部化計画）や、ワークスタイル（旅する支社）を発信し、「面

白法人」というキャッチコピーの名のもと新しい会社のスタイルに挑戦中。

講演内容（要約）

Windows98 と iMac が初めて市場に売り出され、インターネット創成期ともいわれた 1998 年。IT 業界に対する、「なんとなく面白そうだ」

という直感のもと、柳澤氏は学生時代の友人 2 人と共に合資会社カヤック（通称・面白法人カヤック）を創業した。以降、働く場所やスタイルを

選ばない IT 業界の特性を活かし、面白くない仕事さえ面白く感じられるような働き方を探求。2005 年には株式会社へ組織変更し、現在は上場企業

にまで成長しています。今回、代表取締役 CEO である柳澤大輔氏に、SNS で話題をさらう採用や定着に向けた取り組みの裏側にある戦略や

哲学についてお話いただきました。そこには面白法人カヤックのブランドと経営理念が、仕組みとして組み込まれていました。

講演内容（キーポイント）

理念を「仕組み」に落としこむ／ブレストが「つくる人」を増やす／意識改革と効率的な採用「ぜんいん人事部化計画」／面白いものが

つくれるかは「採用」次第／シンプルな問いと「直感」

トークディスカッション「中小企業のブランドづくりのために何が必要か？」

今回の次世代ワークスタイル研究シンポジウムのテーマは「求職者や若手人材に向けたブラ

ンド力」。第1部では、ゲスト2名にご講演いただきました。続く、第2部のトークディスカッショ

ンでは、大阪府の取り組みである就職支援プログラム「縁就活」※の実施背景と成果報告を

行いながら、中小企業のブランドづくりに必要な具体案をディスカッションした。ゲストには引

き続き、株式会社スマイルズ代表取締役社長 遠山正道氏、面白法人カヤック代表取締役

CEO 柳澤大輔氏を迎え、本事業を受託するNPO法人スマイルスタイル 代表 塩山諒が

ナビゲーターを務めました。

　※「縁就活」の詳細については、22ページをご参照ください。



実施内容
ケーブルインターネット「ZAQ（ザック）」を企画・運営する株式会社テクノロジー

ネットワークス。ブランドイメージを推進する新規コンテンツ（市民参加型ユメ応

援プロジェクト・地域活性コンテンツ）立ち上げにあたり、プロジェクト企画開

発、デザイン、web制作・運営をおこないました。

「ユメのオリンピック」をコンセプトに、地域活性・社会的課題解決につながる個

人・団体のユメを、様々なコラボレーションを通じて応援・実現させていくプロ

ジェクト。応援クリックや応援物資の提供などwebを通じた応援と、様々な企業

とのコラボレーション企画を通じたリアルでの応援で「ユメニスト」のユメを実現

させます。ユメの実現が、地域活性・社会的課題解決につながり、新しいマーケッ

トやステークホルダー同士のネットワーク構築などの価値を創出します。

背景

概要

成果

●  ユメニスト数：20名　　

●  参画・協力企業数：30団体以上

ユメコラボ
クライアント：株式会社テクノロジーネットワークス（ZAQ）　　テーマ：地域活性、地域密着型プロバイダの新たな価値創出

株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー／西日本旅客鉄道株式会社／グン
ゼ株式会社／株式会社ロフト／アサヒビール株式会社／タマノイ酢株式会社／ラマダ
ホテル大阪／株式会社竹中庭園緑化／ヴィッセル神戸／有限会社りす／株式会社電通
／有限会社ビッグイシュー日本／特定非営利活動法人 greenbird　他

ユメ実現までのフロー

ユメコラボで募集したユメは、「ユメ会議」というプレゼンテーション大会にて審査をおこないます。通過した応募者は「ユメニス

ト」として、Webサイト内で活動の発信をおこない、個人や企業とのコラボレーションを繰り返してユメ実現を目指します。

STEP1. エントリーシート STEP2. ユメ会議 STEP3. ユメニスト決定

STEP4. 活動発信 STEP5. コラボレーション STEP6. ユメ実現

ユメを持つ人が専用のエントリー

シートを記入し、事務局へ応募。募集

は年4回ペースでおこないます。

書類通過者は、さまざまなゲストや

オーディエンスを前にユメをプレゼ

ンテーションします。

ユメ会議通過者は「ユメニスト」とな

り活動開始！実現に向け事務局とと

もに企画をブラッシュアップします。

ユメニストは定期的に事務局と面談

をおこない、Webで活動を発信。応援

クリックや応援物資を募ります。

ユメの内容に賛同し、協力したい！と

いう個人や企業とコラボレーション

しながらユメ実現を目指します。

ユメ実現時は「ゴールイベント」を開

催！！すべてのプロセスはアーカイブ

化し、ユメニストを輩出し続けます。

finished
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実施例3.  「若者に日本酒の本当のうまさを伝えたい！」
日本酒文化や職人の想いを継ぐ利き酒師による、新成人とつくる日本酒プロジェクト。

実施例4.  「人のつながり・池田の魅力を伝える IKEDA collection を開きたい！」
現役モデルが市民や地元商店を巻き込み、地元の伝統と織物でファッションショー。

利き酒師でもあるユメニスト上田賢佳（通称：うえっち）

さん。日本酒文化の衰退や後継者不足などに歯止めをかけ

るべく、若者たちに日本酒の本当のうまさ、素晴らしさを

伝えたい！と立ち上がりました。そこで、彼に共感する

19 歳から 20 歳の若い世代が集まって、京都の酒蔵・向井

酒造株式会社とコラボレーション。田植えから始まり、稲

刈りや酒造り、ボトルのデザインに至るまで、全ての工程

を新成人とともに行う日本酒づくりがスタートしました。

そして成人式の日に開催されたゴールイベント「ジャパニーズ酒セレモニー」では、完成した商品のお披露目とと

もに、成人を迎えた若者たちが新しい門出を祝い、自分たちでプロデュースした日本酒で乾杯。その他、商品開発

までの道のりを紹介する映像の放映や、携わった新成人による商品デザインのプレゼンテーションなどがおこなわ

れました。

池田で生まれ育った現役モデルの福田優子さん。伝統文化

や歴史、多彩な観光資源に恵まれた地元の魅力を、そこに

生きる人々と一緒に伝える「IKEDA collection」を開催

したいというユメを提案。池田市をはじめ、地域の企業や

市民の協力を得て、実現に至りました。イベントのメイン

コンテンツは、池田に残る織り姫伝承物語をテーマとした

ファッションショー。池田の織物をつかった衣装に身を

まとうのは、福田さんが市内でスカウトした市民の方々。その他、地元商店とのコラボレーションによるオリジナ

ル商品の販売・飲食ブースの出展、市民によるパフォーマンスやダンス、富士フィルム株式会社・有限会社りすの

協賛による写真展「100 人の IKEDA 展 －みんなの池田をコレクション－」なども行われました。

実施例1.  「カタタタキで世界をもっと良くしたい！」
誰でもどこでもできるコミュニケーションで、心のふれあいを生み出す青年のユメ。

実施例2.  「ホームレス状態の人たちに雇用を創出したい！」　若きユメニストによる、
大阪のホームレス問題と放置自転車問題を一挙解決するレンタサイクル。

無縁社会化に疑問を感じた青年のユメは「カタタタキを広

めたい！」。自身が所属するマッサージサークルの経験を

活かし、人と人の生身のコミュニケーションのあたたかさ

を伝えたいというものでした。ユメコラボでは彼のユメに

対し、イベントを通じたコラボレーションで応援。株式会

社ロフト、株式会社竹中庭園緑化、株式会社グンゼなど多

くの企業との協同を実現し、母の日・父の日に合わせて

イベントを実施しました。そして会場で肩たたきに参加した先着 400 名に、母の日にはカーネーションとカタタタ

キ券を、父の日にはパンツとカタタタキ券をプレゼント。多くのふれあいを生み出すその様子は、アーティスト「ジェ

イムズ」の楽曲 PV やユメコラボの CM にもなり、Web や街頭のさまざまなビジョンで放映されました。プロジェ

クトのラストイベントは「24 時間カタタタキ」。これまでコラボレーションした企業や地域のみなさんの元を回り、

ラストはユメニストのお父さんとお母さんが待つ実家にてゴールテープを切りました。

若干 14 歳の頃より、貧困に関する課題に興味を持ち、ホー

ムレスの雇用創出をユメに掲げる川口さん。大阪の放置自転

車問題と、自転車修理ならホームレスのおっちゃんたちの得

意である点に着目。放置自転車を生活保護受給者の方が仕事

として修復・デザインし、誰でもが使えるシェアサイクルと

して運用するプロジェクト「HUBchari（ハブチャリ）」を起

ち上げました。貸出・返却の拠点として、株式会社ロフトや

地域のカフェなどとコラボレーションし、おっちゃんたちの手で生まれた 40 台のシェアサイクルが大阪のまちを駆け

巡りました。また、大阪に住む外国人が「本当におもしろい大阪」を紹介するサイクリングマップ「OSAKA OTAKU 

MAP」も制作。現在拠点は 19 箇所まで拡大し、大阪の課題解決だけでなく魅力発信のツールとしても活躍しています。
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教育デザイン
Educa t i on  Des i gn

「社会の未来を輝かすなら、子どもたちを輝かせること。」

わたしたちはそんな想いで、キャリア教育や

アントレプレナーシッププログラムの企画・開発・実施をおこなっています。

大切にしているのは、子どもたちの声からプログラムを構築し、

彼らそれぞれが主語となって活動できるプロジェクトであること。

そして職業観の醸成だけでなく、地域とつながりを持ち、

さまざまな大人たちと出会って、ともに活動する社会体験の機会を創出すること。

プロジェクトを通して子どもたちの好奇心を引き出し、

どんなものでも教科書や先生にできる力を育てていくことで、

厳しい社会変容の中でもたくましく創造的に生き抜く人材を輩出し続けます。

教育事業ソリューション

■ キャリア教育に関するプロジェクトの企画・開発・実施

■ プロジェクトにおけるコンセプト開発

■ プロジェクトにおける広報戦略策定

■ プロジェクトにおける広報ツールの制作

■ アントレプレナーシップ育成プログラムの企画・開発・実施

■ 教材開発

■ 学校教育でのファシリテーションプログラムの導入

■ 教育プログラムにおける効果検証　　など。

For Education



高校卒業後の地元就職率・進学率が低い宮城県石巻市。東日本大震災以前より

社会体験の機会や地域との接点が少ない高校生たちの「地元離れ」は、震災後、

地元企業の求人数減少にともない追い打ちを掛け、プロジェクト発足当時は約

75%の高校生が、卒業後、市外へ流出していました。そこで、これからのまちを担

う彼らが、より強い地元とのつながりを持って社会に羽ばたけるよう、また、地元

就職率の増加や新たな雇用を創出できるよう、本活動がスタートしました。

私たちは社会に一歩踏み出している高校生世代に対し、将来に向けた職業観醸

成だけでなく、地域とつながりを持ち、生きがい・働きがいを考え、今後対面する

様々な課題に取り組むための力が大切だと考えます。そこで、高校生が社会体

験を通して主体的に学ぶキャリア教育プログラムやアントレプレナーシップ育成

プログラムを、地域の人々や高校生自身とともにゼロから生み出し、厳しい社会

変容の中でもたくましく創造的に「生き抜く」力を養成。ひいては、将来のまちを

担う人材が輩出され続けることを目指します。

背景

概要

成果

●  参加高校生合計：363名（＋体験・交流などへの参加高校生400名程度）　

●  参画・協力企業、団体、教育機関数合計：135団体

●  「新しい東北」先導モデル事業 代表 10事例　 2年連続選定　

高校生が、地元資源の活用や、地域の人々の協力のもと、ゼロからのカフェづくり・ワークショッ

プを通して、リアルな社会体験を得るプロジェクト。石巻を元気にするためのイベントづくり

や営業体験、出店販売と、それらに伴う空間や商品づくりなどを介して、地域の魅力発掘や発

信をおこないます。

いしのまきカフェ「　」（かぎかっこ）

かぎかっこPROJECT
クライアント：復興庁（仕事みち図鑑、高校生百貨店）　助成：宮城県（仕事みち図鑑、高校生百貨店）、全日本社会貢献機構（いしのまきカフェ
「　」）、公益財団法人東日本大震災復興支援財団（いしのまきカフェ「　」）　テーマ：高校生対象 キャリア教育／アントレプレナーシップ育成

高校生の声から生まれたワークショッププログラム。高校生が、自己分析や事前学習を経て、

自分たちが過ごすまちでフィールドワークをします。そして自ら見つけた地元の大人たちにイ

ンタビューを通し、「働き方」や職を通した「生き方」を発掘。その人の写真や発掘した言葉は

図鑑カードにまとめて発表し合います。

仕事みち図鑑

高校生が地元石巻や女川の魅力ある商品を発掘するバイヤーに変身。ワークショップやフィー

ルドワークを通して生産者の想いや背景に触れ、 都市部での販売会にて発信します。さまざまな

専門家によるレクチャーも行い、百貨店の空間づくり、販売方法やロゴのデザインなどにも挑戦。

高校生の学びはもちろん、生産者の元気やつながりも創出します。

高校生百貨店

その他、高校生と地元企業のコラボレーションによる商品開発、卒業生など大学生世代のスタッ

フによるサポート体制構築と育成、企業・大学向けの教育プログラム開発、地元の教育関連団

体とのネットワーク構築、ボランティアの随時受け入れなどをおこなっています。

その他の取り組み

プロジェクト一覧

on going
 (2011~)
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プロジェクト詳細

いしのまきカフェ「　」

主に宮城県石巻市の高校生が、地域資源の活用や、地元企業・団体とのコラボレーションのもと、ゼロからのカフェづくり・ワー

クショップを通して、リアルな社会体験を得るプロジェクト。高校生は商品開発、空間やイベントづくり、出店販売などを介して、

主体的に地域の魅力発掘や発信を行います。

農家、漁業士、料理研究家、水産加工会社、コミュニケーションデザイナー、建築家、陶芸家、ホテルマンなど、これまで様々

な業種のプロとともに、カフェづくりに取り組んできました。商品は主に、地産地消や「コミュニケーションを生むかどうか」

などに基いて開発され、収益は高校生の活動資金に。生産者や企業との協働開発の際には、食材や開発に関することだけでなく、

今の仕事についた背景や目標、業界の課題などもヒアリングし、時には体験学習も行います。

※本プロジェクトは当初、フィリップ モリス ジャパン株式会社の支援を受けて、日本財団とNPO 法人 3 団体の協働による企画・運営にてはじまりました。

2015 年度は「5 のつく日。JCB で復興支援」、「子どもサポート基金」、「全日本社会貢献機構助成金」のサポートをいただき、取り組みました。

カフェのはじまり

カフェづくりや商品開発について

2012 年 6 月。石巻の様々な学校から約 40 名の高校生が集まり、カフェづ

くりがスタート。すべてをゼロからおこなうため、真っ白な空間以外、メニュー

も何もなく、店名も「　　」と空けてありました。商品開発・空間デザイン・

情報発信の 3 チームで役割分担し、それぞれ専門家やまちの人々とコラボし

ながらカフェづくりを進める中で、彼らが決めた店のコンセプトは「まちを元

気にする場所」。店名は、何でも入る可能性や個性、原点のワクワクを大切に

したいという高校生の想いから「　　」のままに。

そして 2015 年 11 月、カフェのオープンから 3 年。この場所を巣立った卒

業生たちも、高校生をサポートするスタッフとして引き続き携わったり、お店

の日々の営業を担っています。いしのまきカフェ「　　」はこれからも、高校

生世代にとって学校やバイトでは体験できない学びの場として、そして石巻を

元気にする場所として、地域とともに成長していきます。

2014年7月5日　 　　 

2014年7月19日　

2014年7月25日～31日　

2014年7月31日、8月1日　

2014年9月27日、28日　　

2014年12月13日　　 

2015年3月14日　

出店イベント（一部抜粋）

石巻ゴスペルフェスティバル2014

イザ！カエルキャラバン！

石巻 STAND UP WEEK 2014

石巻川開き祭り

たるみっこ防災ひろば2014 in 神戸

グラクソ・スミスクライン出張販売 in東京

橋通りCOMMON プレオープンイベント

成果

●  実施期間　　　2012 年 6 月～現在

●  登録高校生数　 68人
　（現在は 9 名のメンバーが主に土・日・祝日に活動）

●  活動協力教育機関数　　     22 団体

●  活動協力企業・団体数　　　  40 団体
●  体験会、交流ワークショップ参加高校生数　　
　のべ400人程度　（全国各地の他地域より訪問）

●  参加高校生の所属高校数　12校

　石巻高校、石巻北高校、石巻工業高校、石巻好文館高校、　
　石巻商業高校、石巻市立女子高校、石巻西高校、女川高校、
　東松島高校、美田園高校、宮城県水産高校、宮城野高校

仕事みち図鑑

高校生が、まち歩きとインタビューを通して地元の大人たちの

「働き方」「生き方」を発掘し、図鑑カードにまとめるプログラ

ム。2013 年度にプログラム構築とカリキュラムブック制作を

おこない、モデル実施や学校内での開講に取り組んできた本プ

ログラムを、2015 年度は 5箇所で実施しました。

2013 年度にオリジナルのカリキュラムブックを制作し、2015 年度も活用。専門家監修の「効果測定シート」も挿入され

ており、自分の目標やそのために必要なこと、プログラム前後の自分の変化を可視化します。具体的には、社会人基礎力の

「前に踏み出す」「考える力」「チームで働く力」を、受講前前・途中・受講後の 3 回、100 点満点で自己採点。その後、各々

が採点結果とその理由を言語化して表現し合います。

プログラムの流れ

効果測定シート

まずは事前学習。自己分析や身近な人の仕事について考えを

深めます。その後、「聞く力」や「コミュニケーション」につい

てミニ講座を受講し、チームでインタビューを実践練習。

プロ監修のカメラレッスン後、チームでフィールドワーク。出

会う人に「仕事」に関するインタビューをします。写真も撮影

し、図鑑の材料に。さらに深めたい場合は職場体験を交渉。

この日までに出会った言葉や写真、体験などの材料をもとに、

図鑑カードをつくります。表面は写真や名前、裏面は、インタ

ビュワーが心に響いたその人の言葉をまとめます。

最後は成果物の展示と発表会をおこないます。カードという

かたちを活かし、ゲームを交えるなど発表方法も工夫。活動

期間に出会った人を招待する場合もあります。

STEP1. 旅の準備をしよう

STEP3. 図鑑をつくろう STEP4. 記録を共有しよう

STEP2. 旅に出よう
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成果

●  一般社団法人 石巻青年会議所

　地域物販イベント「たからいち」

　2015年 6月 23日～ 7月 5日

　1～ 3年生　6名参加

●  高校生百貨店プログラム内

　2016年 1月 18日～ 1月 23日

　1～ 3年生　20名参加

●  石巻青年会議所との連携実施

　2015年 7月 23日～8月 5日

　1～3年生　6名参加

●  宮城県水産高校　

　2015年8月31日～9月2日

　2年生　21名参加　(全4回 )

●  宮城県石巻西高校

　2015年10月5日～11月26日

　3年生　38名参加　(全7回 )

●  宮城県宮城野高校

　2015年10月21日 (全1回 )

　1年生　50名参加　(全1回 )

●  参加高校生数　延べ246人　　　　　　　● プログラム開催場所数　 10箇所

効果測定シート結果（平均値）

図鑑カード（一例）

プログラムの流れ

高校生百貨店

宮城県石巻・女川の高校生が、専門家からのレクチャー、フィールドワークなどのワークショップを通して、地元の魅力ある商品を発掘するバ

イヤーとなり、生産者の「想い」や「背景」の発信とともに、都市部にて販売会を実施するプログラム。生産者からのヒアリングをもとに、百貨

店のコンセプトや空間づくり、販売方法やパッケージの開発などに挑戦することで、高校生のアントレプレナーシップを育みます。同時に、生

産者同士のつながりづくり、販路開拓など自立に向けたサポートを高校生主体で行うことで、地域産業の復興・繁栄に寄与します。

前に踏み出す力

考える力

チームではたらく力

40.7（点）

40.7（点）

36.9（点）

51.7

50.7

54.7

64.3

63.2

78.4

1 回目 2回目 3回目

前に踏み出す力

考える力

チームではたらく力

31.8（点）

44.3（点）

48.9（点）

59.4

56.5

67.0

70.8

68.6

74.1

1 回目 2回目 3回目

宮城水産高校

宮城県石巻西高校

事業説明や自己紹介、チームワークを高めるゲームを実施。

その後、あべのハルカスで働くプロのバイヤーをゲストに百

貨店やバイヤーについてのレクチャーを実施。

「海」「陸」「お菓子」の3チームに分かれ、石巻や女川にある

商品を多リサーチ。集まった150種類以上の商品をどんな

基準で選んだのかを分析し、候補商品を絞りこみました。

1～3次生産者同士や消費者をつなぐ「6次産業化」や、地

域課題解決につながる商品開発についてレクチャーを受

講。講師：一般社団法人はまのね　亀山貴一

インタビューレッスンを経て、フィールドワーク。全ての生

産者へ会い、試食や試供、インタビューを行いました。人生

観・職業観の学びにもつなげます。

選抜で「デザインチーム」を結成し、百貨店のデザインにも

挑戦。コンセプトメイクから、ロゴやコピー、POP等の広報

物制作にも取り組みました。

来場者と交流しやすい商品の陳列方法や販売方法を考

案。接客の心得や工夫のレクチャーも受け、販売をシミュ

レーション。講師：接客アドバイザー　阿部 大

売り場づくり、接客・梱包・レジ・商品補充など全てを実施。

来場者一人ひとりと向き合い、生産者の想いや高校生自身

が学んだことが伝わるコミュニケーションを実践。

振り返りと効果測定を実施し、プログラム全体の気付きや

反省、成長、今後の目標を共有。第2弾に向けてどうつなげ

るかも考えました。そして最後は、修了式を開きました。

STEP1.  オリエンテーションとレクチャー

STEP3. 地域課題や商品開発のレクチャー

STEP2. チーム分けと商品リサーチ

STEP4 . フィールドワークとインタビュー

STEP5. デザイン

STEP7. 販売会

STEP6. 販売方法の考案と接客レクチャー

STEP8. 振り返りワークショップ
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実施内容 コンセプト
●  期間　　　　　　  　2015 年 12 月 20 日 ～ 2016 年 3 月 18 日
●  場所　　　　　　  　宮城県石巻市、女川町
●  ワークショップ情報：

・12 月 20 日（日） 　 オリエンテーション／バイヤーレクチャー

・1 月 10 日（日）　    商品調査／商品開発・地域発信レクチャー

・1 月 18～23 日　　 「仕事みち図鑑」インタビュー練習実施

・1 月 24 日（日）　    商品絞り込み／インタビュー項目考案

・2 月 03 日（水）　    中間発表会

・2 月 07 日（日）  　  商品決定／売り方話し合い

・2 月 14 日（日）  　  販促方法や販促物の情報整理

・2 月 21 日（日）       接客レクチャー／接客シミュレーション

・3 月 18 日（金）   　 振り返りワークショップ／効果測定

＋フィールドワーク 36 箇所

販売会情報

ワークショップ 制作物一例

●  仙台　 2016 年 2 月 27 日、28 日　エスパル仙台 地下 1階　
●  大阪　 2016 年 3 月 2 日～8日　近鉄あべのハルカス本店 

　　　　 ウイング館 9階

※終了後も、拠点（宮城県石巻市）にて一部販売

高校生がワークショップを通して生み出した高校生百貨店のグランドコンセプトは「遠くを近くにするお店。」

高校生ならではの視点で、生産者や自らの学びを多くの人に届けるメッセンジャーとなり、ロゴやコピーに表しました。

モデル実施情報
●  実施期間　　　　　　2015 年 10 月 18 日～12 月 5 日

・10 月 18 日（日）オリエンテーション

・11 月 1 日（日）  事前ワークショップ

・11 月 7 日（土）  収支計画／ POP 作成

・12 月 5 日（土）  東京にてプレ販売会
●  参加高校生合計　　　高校生 10 名 ( 男 5: 女 5)、中学生 3 名 ( 男 2: 女 1)
●  参加高校一覧　　　　石巻高校、石巻市立桜坂高校、石巻北高校、

　　　　　　　　　　   石巻工業高校、矢本第一中学校　　　　　
●  実施場所　　　　　　宮城県石巻市
●  販売会会場　　　　　東京（アークヒルズ）
●  協同団体　　　　　　バークレイズ証券株式会社、NPO 法人放課後

         　　　　　　　　NPO アフタースクール、NPO 法人 TEDIC

参加生情報
●  参加高校生合計　　  20 人（＋中学生 1 人）
●  男女の割合　　　　  男子 6 人、女子 15 人
●  参加高校一覧　　　  石巻工業高校、石巻市立桜坂

　高校、石巻高校、石巻西高校、好文館高校

参加生募集チラシ ワークシート

ロゴ ロゴについて（コンセプトメッセージ）

ショップカード／タグ

生産者メッセージパネル

活動紹介パネル

「
遠く
」を「近

く」にするお店。

本日はご来店、誠にありがとうございます。

高校生百貨店で、私たちのまちとみなさんの日常がふれあい、

今日がみなさんにとって、いつも過ごすまちや人を、

もっと好きになれる日でありますように。

高校生百貨店は、私たちがバイヤーとなって

地元の商品を発掘し、お届けするお店。

活動をする中で、生産者さんへインタビューをしたり、

バイヤーや接客、デザインのプロからのレクチャーを受けたりしました。

商品についてだけでなく、震災当時やこれからの未来のこと、

考え方や人生のことなど、たくさんのお話を聞くことができました。

私たちはこの活動を通して、見える風景が変わりました。

そこで考えたのが、高校生がよく使う手紙のかたちをしたロゴマーク。

もしかするとみなさんも、つくったり受け取った記憶があるかもしれないですね。

これは石巻・女川からみなさんへのおたより。

私たちの役割は、それを届けること。

ロゴには、“「遠く」を「近く」にするお店”というキャッチコピーを添えました。

この言葉には、たくさんの意味が込められています。

例えば、むかしといま。まちとまち。生産者と消費者。

そして今日出会えた、私たちとあなたも！

みなさんは、この2つの言葉からどんなことを想像しましたか？
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参加高校生の声

今後の展開

●  いしのまきカフェ「　」

事業運営資金の柱となるよう、半年後には売り上げ2倍・1年後には

3倍を目指して、専門家を交えてメニューやオペレーション全体を

見直し、調理接客ともに品質の向上を図ります。

●  仕事みち図鑑

かぎかっこPROJECT全体における学校関係者の協力体制構築、

課題ヒアリング、参加生募集に向けたアプローチを目的として、引

き続き主に石巻市内の高校にて開講。また、さまざまな団体が展開

する教育プログラムに応用できるパーツとして、改良を続けます。

●  高校生百貨店

行政や観光課・物産振興協会等と連携した実施を図ります。

2016年度は、仙台2箇所、大阪または東京で1箇所の販売会

を予定し、さらに他地域（気仙沼、南三陸等）にて、教育関連団

体と連携した実施を計画中です。

●  その他

企業や生産者とコラボレーションした商品開発を行います。開

発した商品は、いしのまきカフェ「　」や高校生百貨店で販売す

るラインナップに加え、収益を事業実施費として活用します。

行動力が断然上がりました。気づいたら「あ

れ、こんなこと今までやってたっけ」って思

うようなことにすぐ手を伸ばしています。

（石巻工業高校 3 年　男子）

大人って、仕事を作業にしている人が多いイ

メージだったけど実際に聞いてみたら、自分

が過ごすまちには、自分の仕事に誇りを持っ

ている素敵な大人もいることを知った。

（石巻市立女子高校 3 年　女子）

腹を割って話せて、自分のやりたいことを見

つめ直せた。学校の外にはこんなに面白い発

想を持つ人がたくさんいることに気づいて、

もっといろんな人に会いに行ってみたくなっ

た。（仙台第一高校 2 年　男子）

友達に地元のオススメの場所を紹介するとき

に、気づいたら、その場所にいる「人」を紹

介できるようになってた。

（石巻高校 2 年　女子）

人見知りがなおった。なんでも「理由」を考

えるようになった。考えること・伝えること

が楽しくなった。

（石巻市立女子高校 2 年　女子）

会議の進め方を学べたし、夢につながる貴重

な経験だった。女川町の課題が他人ごととは

思えなくなった。この学びをここで終わらせ

たくない。女川町に仕事を作って住みたい。

（新庄南高校 2 年　男子）

大学でどういうことを勉強し、卒業後にどん

な仕事をしたいのかを悩んでいましたが、触

れ合う機会のできない大人と話したり、他校

の友達ができたり。みなさんとたくさんの時

間を過ごして自分はどう働きたいのか、自分

がやりたい仕事とは何かが、ちょっとずつ見

えてきました。（好文館高校 3 年・女子）

こんな経験は学校生活ではなかなか体験する

ことはできません。勉強することや部活動に

打ち込むことは大切だけれど、全く別の意味

で人生をより豊かにすることができるものだ

と感じました。いつか参加する側から、一緒

に運営していく側に回りたいです。（好文館

高校 3 年・男子）

ここでがんばれたから、これからもずっとが

んばれると思った。こういうプログラムで出

会って仲良くなれた人はこれから先も相談と

かできるメンバーだと思った。　

（石巻市立桜坂高校 3 年・女子）

STEP2STEP1

STEP4 STEP5

大学生スタッフと専門スタッフが企
業・団体にヒアリングし、高校生が
取り組む「悩み(課題）」を決定。

開会式後、企業・団体から悩みを発
表し、高校生をチーム編成。各課題
提供者への質疑応答もおこないます。

事業立案のレクチャーを踏まえ、解
決事業案をつくります。レクリエー
ションでチームビルディングも。

発表資料を作成します。発表時間は
10 分、形式自由。プレゼンテーショ
ンのレクチャーもおこないました。

STEP3

STEP6

チーム別にリサーチを開始。課題現
場を見たり、地元の人の声を集める
フィールドワークをおこないます。

最終日は発表会。課題提供者や地元
の人々に評価を頂き、最優秀賞を決
定。振り返りワークも実施しました。

プログラムの流れ

KAERU CAMP

舞台は宮城県女川町。高校生に対し、地域や企業が抱える4つの課題

「新駅舎前広場の活用方法」「遊びにおいでと言えない仮設住宅の子ど

もたちの居場所づくり」「輸出規制のある地元食材ホヤの魅力発信」「女

川を観光地として再生したい！魅力あるツアーの開発」の4つのミッショ

ンが高校生を対象に出題され、それらに対する解決プランを2日間で考

案します。最終日は町長や地元企業・団体、地域住民を招き、発表会を

開催しました。プランの一部はその後、高校生や地域とともにブラッ

シュアップし、「高校生百貨店」のプログラム内にて活用されています。

開催概要

●  協力：女川町、NPO法人アスヘノキボウ、女川みらい

　創造株式会社、女川町社会福祉協議会、株式会社岡清
●  大学生スタッフワークショップ期間：2014年9月～10月

●  期間：2014 年 11 月 1 日（土）～3 日（月・祝日）
●  場所：活動拠点…女川 トレーラーハウス宿泊村「EL FARO」
      開会…女川総合体育館、発表…復興まちづくり情報交流館

●  参加人数合計：高校生15名（＋欠席6名）、大学生　7名  

●  参加高校数：11校（東北学院榴ケ岡高校、宮城県立宮城野高等学校、仙台市立仙台青陵中等教育学校、

　宮城県石巻好文館高校、宮城県松島高等学校、宮城県仙台二華高校、宮城県石巻高校、宮城県涌谷高校、

　宮城県仙台第一高校、山形県新庄南高校、山形県立鶴岡中央高等学校）

成果成果

※詳細は別ページ記載

※2014年度プログラム

販売会の売り上げ

仙台　　961,560 円（2日間）

大阪　　2,636,657 円　(7 日間 )

合計　　4,198,217 円

メディア掲載

新聞8媒体／テレビ7媒体／web10媒体／

ラジオ2媒体／雑誌2媒体

合計　　29媒体

販売会の支出（仕入れ、出店料、配送料、旅費交通費等）

合計　　3,912,970 円

前に踏み出す力

考える力

チームではたらく力

63.6

58.4

64.7

82.4

81.1

86.6

受講前 受講後

効果測定シート結果

本事業は 2016 年 4 月より「NPO 法人かぎかっこPROJECT」として活動を再開し、弊団体も引き続き連携を図ります。



駄菓子パーラー
クライアント：NPO法人み・らいず（独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業委託先）　テーマ：高等学校中途退学者予防支援

大阪府における高校中退者数は年間 4,959 人（平成 24 年度）、全国の中

でもワースト 2位。全国的には高校生の中途退学者数は減少傾向にありな

がらも、不登校者数は増加傾向にあり、中途退学者が危惧される高校生が

多く在学していることが予想されます。中途退学予防や中途退学後を見据

えたサポートをすることで、ひきこもり・ニートになる若者を減少させ、

生活保護等の社会課題への発展を防ぎます。

社会福祉士や臨床心理士ら専門家と大学生ボランティアが、移動式屋台駄菓

子パーラーと一緒に高校へ出張。学校の一角に駄菓子パーラーを設け、高校

生の居場所づくりと相談サポートを行いました。また、オリジナル商品の開

発や接客の練習、社会人との交流会を経て、高校生がまちなかで接客体験を

行い、職業観を醸成する機会を創出。スマイルスタイルはプロジェクトの核

となるコンセプトの開発などに携わりました。

背景

概要

背景

成果

・高校内中退予防サポート参加者数454人

・学校外の就労体験参加者数10人

事業趣旨に共感していただいた高校に駄菓子パーラーを設置。学校にありそうでない、ゆっくり一息つける居場所スペー

スを提供するほか、校内のカウンセラー室を訪れなくとも気軽に生徒の様子を観察したり、話を聞いたりできる機会を創

出しました。

高校内中退予防サポート

職業観醸成を目的とした、働く大人と高校生が交流できるためのワークショップの開催や、実際の商品の販売を想定した

商品開発等、「はたらく」ことについて考えるきっかけづくりを行いました。また、希望する生徒は企業との協働で行う、

企業の軒先販売体験にも取り組みました。

学校外での就労体験

事業内容

開催日

2014年10月～第 2・4水曜日 大阪府立桃谷高等学校 授業前、昼休み、放課後に設置、計19回

月1回随時開催

昼休み、月1回随時開催

昼休み、月1回随時開催

大阪府立適応指導教室

大阪府立守口東高等学校

大阪教育センター付属高等学校

2014年11月21日（金）

2014年12月17日（水）

2014年 １月14日（水）

対象 開催時間

事前研修

2014 年 11 月 21日（金）　キャリアワーク授業①

2014 年 12 月 22日（金）　キャリアワーク授業②

2015 年　1月　9日（金）　キャリアワーク授業③

2015 年　2月　6日（金）　販売体験を終えて振り返り

2015 年　3月　6日（金）　「はたらく」について考えるワークショップ

2015 年　3月 20日（金）　マナートレーニング、接客練習

事前研修

2015 年　1月 19日（月）　梅田スカイビル地下 1 階 協力：積水ハウス株式会社

2015 年　3月　8日（月）　こどもまち（大阪市住之江区イベントにて）

2015 年　3月 25日（水）　大阪ガスビル 1 階 協力：大阪ガス株式会社

finished
 (~2015.3)
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まちときどきカエル
クライアント：大阪府、日本コカ・コーラ株式会社　　　テーマ：小学生対象キャリア教育

finished

事業内容
4万3000人にも及ぶ大阪府のニート・ひきこもり状態の若者。本プログラムは、

若者たちがニート・ひきこもり状態になる前（小学校における学習段階）から、未

然に予防していくことを目的にスタートしました。プログラムを通して、厳しい社

会変容に対しても柔軟に生き方・働き方を考え、選択し、職業的自立を図ること

のできる主体性や問題発見能力、課題解決能力を身につけていきます。また、小

学生が地域の課題を解決することで力を付ける新しいキャリア教育モデルとし

て、大阪だけでなく、全国規模での教育現場への導入を目指しています。

児童が、社会起業家やまちの課題を解決した人々の事例を学び、自分たちの住

むまちの魅力を見つめ直したり、「もっとこうなったらいいな」という課題を見つ

け、その解決のために行動するキャリア教育プログラム。多くの大人やまちに触

れ合う中で、自ら問題に気づき、考え、解決のために行動する実践力を身につけ

ることで、社会と仕事と自分自身の関係性を考え、将来の生き方や進路をよりよ

く選択していく力を身につけます。また、フィールドワークやwebの活用により、

学校・地域・家庭をつなげ、より開かれた多角的な教育活動を展開します。

背景

概要

成果

●  開講校数：62校　　　●  参加小学生数：3200名程度

初年度は大阪府の「重点分野雇用創出基金事業 小学校・家庭・地域連携型ニート予防事業にお

ける新規プログラム」として、大阪府内の 50 箇所の小学校（5 日間実施校 10 校／ 1 日実施

校 40 校）にわかれ、実施。主な対象は、小学 4 ～ 6 年生。児童の活動レポートは、Web を通

して誰でも閲覧することができ、感想やコメントを書き込んだり、賞を与えることができます。

5 日間実施校の 10 校においては、グランプリ決定会議にて、各著名人から賞が授与されました。

2010 年度

初年度でパッケージ化された本プログラムは、翌々年、日本コカ・コーラ社「い・ろ・は・す“地

元の水応援プロジェクト”」助成事業として展開。大阪狭山市立南第一小学校の６年生を対象に、「水

資源」をテーマにした「未来のみずカエル大作戦 !!」を実施しました。5 日間の授業の中で、約

60 名の子どもたちが、水問題に取り組む専門家やクリエイターとともに「バーチャルウォーター」

についてや、まちの水に関する課題を学び、未来の水資源を守るための取り組みを考えました。

2012 年度

翌年も「い・ろ・は・す“地元の水応援プロジェクト”」の助成のもと継続。また、大阪狭山市教

育委員会からの依頼もいただき、大阪市千本小学校 5 年生と、大阪狭山市北小学校 6 年生の 2 校

で実施。プログラムはブラッシュアップし、企画運営チームに教員を目指す大学生が参画する仕

組みを新たに導入。小学生に対する受益だけでなく、大学生のキャリア教育や、教員になるまで

の限られた教育現場経験を創出します。

2013 年度
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聖和小学校の子どもたちから出たまちカエルポイントは「ありがとう

を増やしたい」「あいさついっぱいのまちにしたい」という声。立っ

てあいさつ運動するだけじゃ普通だし、まちのみんなは巻き込めない

…ということで、「あいさつ自動販売機」を開発することに。子ども

たちが配布する「あいさつカード」を挿入すると、中に入っている子

どもが「おはようございます！お仕事ですか？頑張ってください！」

「こんにちは、その眼鏡似合ってますね～！」など、一言ポジティブワー

ドを添えてあいさつをしてくれるというものです。

実行にあたり、地元の段ボール工場には現場見学と材料提供、制作サ

ポートを、最寄り駅（JR 天王寺駅、寺田町駅）には開催場所のご提

供をいただきました。

●  大阪市立聖和小学校3年生

●  まちカエルポイント（課題）：

　まちにあいさつが少ない！みんな知らん顔で忙しそうに歩いている。

●  まちカエルアクション：

　「あいさつ自動販売機」で、

　天王寺を日本一「あいさつ」の多いまちにする！

プログラムで使用するオリジナルの教材を開発

しました。その他、カリキュラムブックと合わ

せて活用するワークシート（まちカエルレポー

ト）やノート、バッジ、スタッフ T シャツなど

のグッズも開発。小学生たちの創造意欲を引き

だす工夫をデザインに落とし込みました。

5日間のフロー

オリジナル教材、グッズ等の開発

STEP1. 事例を学ぶ

まちの課題を解決する活動に取り組
む大人や小学生の事例を学びます。
自分たちでもまちを変えられること
を理解します。

STEP2. まちの課題を洗い出す

身の周りの困ったことや不思議なこ
とを洗い出し、グループで1つ、取
り組むテーマである「まちの課題＝
カエルポイント」を決定します。

STEP3. アクションを考える

カエルアクション実行のために必要
な情報・人などを集め、たくさんの
大人や職業に出会いながらプランを
実行していきます。

グループで決定したまちの課題に対
しての「アクションプラン＝カエル
アクション」を考え、実行にうつす
準備をします。

STEP5. 発表の準備

グループごとにプラン構築・実行の過
程や結果、振り返りなどをまとめ、発
表準備。人に伝わりやすい工夫を凝ら
し、グループの想いを編集します。

STEP6.発表

グループごとに発表します。大阪に
縁のある著名人に５日間の様子や発
表時の映像をご覧頂き、コメントや
賞をいただきます。

STEP4. アクション実行

本プログラムを実行するにあたり、教員志望者

および教育関係の職種を志す大学生をボラン

ティアスタッフとして導入。事前研修やチーム

ビルディングを行い、実際に小学校での授業実

施を担当したり、運営サポートをすることを通

し、彼らの現場研修としての機能も果たします。

大学生スタッフの構築

狭山はあまり認知度がなく、地元の人が自慢しているところもあまり

見ない…という声。どうすれば人気が出るか考えている中で、「観光

地って絶対名物のお菓子があるよな」と気づき、「逆に先につくっちゃ

えば来るかも！」というアイデアが出ました。そこで、まちなかでア

ンケートを採り、その結果を元に、黒の生チョコ大福と白のいちご大

福のセット「黒白（こくはく）大福」を考案。2011 年 2 月 14 日の

バレンタインデーに合わせて、「告白」とかけました。

この計画と子どもたちの想いに地元の和菓子屋が感動し、全面協力。

期間限定で実際に開発と販売が行われ、即完売となりました。また、

子どもたちの想いもあり、売上はすべて、大阪狭山市内の小学校の緑

化に使用されました。

●  大阪狭山市立南第一小学校 6年生

●  まちカエルポイント（課題）：

　狭山にはいいところが多いのにみんな知らない&人が全然来ない！

●  まちカエルアクション：

　観光地には名物のお菓子がある。

　ならば先に銘菓をつくってまちを知ってもらい、好きになってもらう！チーム名 チームのメンバー

まちカエルレポート 4 日目

ので、 しました！次はﾊ

このアクションの成果を誰に届けたい？アクションを実行しての反省

カエルポイント カエルアクション 反省点

悪かった点 どう改善したらいいだろう？

その理由は？

良かった点

今日まで取り組みをふりかえろう。「まちときどきカエル」の活動全体を通して気付いたことや感じたことは？

月　　日（　　）

ゴ
ー
ル
は
ど
こ
だ
？

プログラム詳細

本プログラムは、基本的に 5 日間のワークショップ形式でおこないます。小学生たちは、「まちの課題を考える」「課題解決の

ための作戦を考える」「協力者を自ら開拓し、実際にアクションを起こす」「それらの課程を取りまとめ、発信する」の全てに対し、

主体的に取り組み、まちの課題を解決していきます。

アクション例 1「あいさつ自動販売機」

アクション例 2「黒白大福」
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BtoC デザイン
Business to Consumer

わたしたちは、企業に対してのソリューションの提供を行うだけでなく、

2013 年に独自開設した就労就業支援施設「ハローライフ」の誕生をきっかけに、

BtoC の事業を開始しました。現在は、飲食事業として日本茶を中心とした商品の提供を

「ハローライフ」1階に併設している日本茶カフェ「CHASHITSU  for worker」で行っています。

単純に「ものを売る、買う」という関係性だけではなく、

顧客に対して提供する商品の開発や製造を通して、若年無業者のジョブトレーニングを行ったり、

あらゆる人々の雇用が生み出せるような仕組みづくりに力を入れています。

新規店舗のコンセプトメイキングをはじめ、商品開発やオペレーション管理、

接客といったさまざまな業務を行い、顧客の手に商品が届けられるまでの道を設計し、

誰からも愛されるようなブランドづくりに向け、事業を展開しています。

BtoC 事業ソリューション

■ 日本茶カフェ「CHASHITSU for worker」
　・コンセプト開発
　・ブランディングワーク
　　（ロゴ・パッケージデザイン・フライヤー・web サイト・ショップカードなどの広報ツール制作）
　・商品開発（連携パートナーの開拓など）

■ 中間的就労支援の場「CHASHITSU factory」企画・運営　　　　　　　　　　　　　など。

For Consumer



CHASHITSU for worker
テーマ：飲食、雇用創出、中間的就労の場づくり

on going
 (2013.5~)

CHASHITSU for worker は、あらゆる人の雇用をうむ場所になることを目

標としています。ここでずっと働き続けることができる人が生まれるのはも

ちろん、この場所がひとつのキャリアアップの機会となり社会で活躍できる

人が生まれるよう「ハローライフ」や後述する「CHASHTISTU factory」

とも密接な関係となっています。また、日本ならではの丁寧なおもてなしや

食材の力で、「働く」を応援します。

仕事ライブラリー「ハローライフ」1 階に構える、ワーカーのための日本茶

カフェ。仕事や就職活動につきものの疲れをリフレッシュする日本茶やハー

ブティー、フードやスイーツを提供しています。効能にこだわりながら、希

少価値の高い茶葉で淹れたお茶をカジュアルに楽しむことができる、自慢の

ラインナップです。

日本の美意識を表現した、鉄と畳で構成されたキューブ型カフェブースは、

空間に対して心地良く絶妙な違和感とインパクトを与えます。窓から眺める

ことのできる大きな公園風景を借景とし、チャシツの露地（庭園）に見立て

ました。

背景

概要

商品ラインナップ

夏には生すだち、ほうじ茶、高級抹茶などを使用したかき氷「雪

氷」、冬には選りすぐった 3 種の「やきいも」を販売しました。

前年度に生まれた「おはぎ」をカジュアルにリデザインした

お菓子「OHAGI BURGER」の人気もますます向上。「粒あん」

「抹茶」「胡麻」を基本のラインナップとし、季節に合わせて「七

穀さくら」「よもぎ」などをお届けしました。その他、生産者

やおなじ飲食部門で活躍する方々とのコラボレーションで生

まれた和のマカロンや「ことらやき」なども引き続き展開。

2015 年度はランチ需要に応え、みたて米を使ったおむすび弁

当を商品開発しました。「日本を旅するお弁当」と称し、第 1弾

は滋賀県、第 2弾は宮崎県の食材や伝統料理を竹皮に包みまし

た。店頭だけでなく、ワーカーが集まる街頭での販売、近隣の

事務所や店舗へのデリバリーも試験的に行いました。

スイーツ

フード

ハローライフ外の催しにて、依頼内容や季節に合わせたケータ

リングや出店を行いました。その他、「ハローライフ」で行われ

る各種イベントと連動し、参加者の交流会会場としても活躍し、

CHASHITSU for worker のメニューに合うアルコールやおつ

まみの用意、空間づくりなどを設えました。

ケータリング・出店
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CHASHITSU factory
クライアント：大阪府（中間的就労の場づくり支援事業）　　テーマ：若者就労支援、中間的就労の場づくり、職業観醸成

on going
 (2014.4~)

ひきこもりやニート、未就職の高校中退者、長期失業、ホームレスなどの状態にあ

る人のうち、一般就労が可能とみられる人たちにとって、一般的な働き方と、障

害に配慮した作業所での福祉的就労などの中間に位置する支援付き就労や訓

練、いわゆる「中間的就労」のニーズが高まっています。また、製造やものづくり

の一般就労の現場での若手人材不足、社内教育環境の衰退、離職などの課題も

顕著に現れています。多様な人材に適応しうる能力開発という従来の庇護を享

受できる者が少なくなってきている今、個人は自らの職業生涯を築く足場が機会

が必要です。働きづらさを抱えるすべての人が健全な職業観やスキルを身につ

け、いきいきと働くことができる社会環境の実現に向けて、本事業では、若者の

労働・就労において、学ぶことの意義、製造やものづくりの仕事の魅力や社会的

意義の理解、専門性獲得における自身の成長を実感できる訓練内容と機会を構

築し、企業の人材ニーズに即した人材育成を目指します。

「CHASHITSU for worker」で販売する商品の製造過程において、さまざまな

経験を積むことで、就労を目指す若者が必要なスキルや社会人基礎力を身に付

ける工場（サポートプログラム）です。一人ひとりのニーズや適正に合わせた目標・

サポート内容を設定し、およそ1ヶ月（うち職場体験15～20日間）を1 クールとし

て実施。スタッフや仲間と一緒に、就労に向けて少しずつステップアップしていき

ます。また、生活困窮者支援法の本格実施に向けた社会実験としての役割も担っ

ています。

背景

概要

●  参加生数：7名
●  就労に結びついた者：6名 

　（factoryアルバイト：6名／他アルバイト：4名）
●  他の支援機関にて就職活動を続行：1名

2015年度

成果

15歳から概ね39歳までの若者で、期間中継続して参加できる方。●  対象

参加費無料。ただし、交通費は自己負担。保険加入に関する費用は弊社負担。●  費用

2015年4月1日～2016年3月31日の間に随時受け入れ、活動。●  期間

●  参加生数合計：31名
●  就労に結びついた者：18名

　（正社員：2名／派遣社員：1名／factoryアルバイト：7名／他アルバイト：8名）
●  ハローライフまたは他の支援機関にて就職活動を続行：5名
●  体調不良等の諸事情で途中辞退：6名

参加生の募集について

プログラムの進め方

プログラムは可能な限りシンプルにし、マニュアルへの落とし込みや、商品開発のエキスパートとの連携のもと教育・指導体制の充

実を図っています。また、就労支援対象者（ファクトリー生）に提供する業務メニューは、単純作業から専門スキルが必要とされるも

のまで多岐に及びますが、すべての業務に専門スタッフや指導員を配置し、丁寧な伴走型支援を提供。適性や本人の意志を事前にヒ

アリングし、協議のもと従事するメニューを決定します。また、これまでの就労支援事業で培った経験を生かし、個人の状況に合わせ

た定期的な集合研修や個人面談を実施することで、スムーズな一般就労への移行を可能にします。

2015年度はサポートステーションが取り組む「チャレンジ体験（人手不足の産業や業種、また、実際にハローワークに求人が出て

いる事業所及び同業種の事業所において連続した就労を体験するプログラム）」との連携実施に注力しました。

実施プログラム

チ
ャ
レ
ン
ジ

ワ
ー
ク

6.

2014年度まで

92 93



発言することが増えたように思います。以

前なら気づいても言わなかったことを今は

言うことがあります。最初 3 ヶ月通うこと

ができるか不安でしたが今はこの 3 ヶ月が

早く過ぎたように感じます。そして自分が

自分の事を知らなかったことも知りました。

喜怒哀楽など感情の幅が増え、表情も豊富

になったと家族から言われた。（自分でも

感じている）

初めは緊張のあまり体が震えることもあり

ましたが、作業を覚え少し自信がつき口数

が少ないことや声が小さい、話をふられて

もうまく回答できませんでしたが、だんだ

ん話す事への抵抗感もなくなり自分から話

しかけられるようになったことが一番大き

い変化です。

引きこもっていた時よりも人とスムーズに

コミュニケーションが取れるようになっ

た。社会に出るためのスタートラインに立

てたと思う。

平日の朝から外出できるようになった。自

己開示できるようになる。苦手なことを話

せるようになる、メンバーと関わりながら、

困っている人を助けたいと改めて思う。

自分に自信を取り戻すことができた 3 ヶ

月間でした。一日一日の積み重ねが大事

で、急には結果はついてくるものではな

いと考えることができました。悩みなが

らも前進する行動していく大切さを学べ

たと思います。

大阪ガス「Social Design50」にて本活動に寄付をいただき、製造設備の

充実に向けて、調理器具や備品、保管やディスプレイ用什器の購入に活用さ

せていただきました。生産量をアップさせることで事業の拡大・継続につな

がり、設備強化の力を発揮する場として催事出店も実施。地域との結びつき

も生まれています。

●  寄付募集期間　　2015年1月13日～3月2日

●  寄付活用期間　　2015年3月～5月末

●  応援者総数　　　3,868人

●  寄付金額　　　　30万円

※実施時期や参加者によって詳細は異なります。

説
明
会
&
面
接

1. プログラム内容の説明、個別の相談対応を行います。その

後、エントリー者に対してキャリアカウンセラー同席の上、

1人15分程の面談を実施。これまでの就労状況や現在の

生活状況、就労意欲を確認し、本プログラムの参加により

変化が見込めるか判断します。

事
前
講
習
、研
修

2.

専門のファシリテーターによる、社会人基礎力、特にコ

ミュニケーション力に特化したワークショップ（参加型講

座）を実施。チームビルディングや実習期間での個人目標

を設定します。また、飲食店の基礎知識の習得、衛生研修、

および製造に関する技術指導もあわせて実施します。

製
造
ス
タ
ー
ト

3.

指導員とともに製造をOJTにて実施。一人ひとりの状況

に応じ、週2もしくは週3を選択します。（4時間/日）

そ
の
他

【チャレンジワーク】製造業務以外で希望する業務を体験

します。事前テストを経て、コーディネーターと相談の上、

一定のスキルのある訓練生に対してのみ行います。

【ブース出店】製造工程以外業務の体験（設営や販売・

接客など）も兼ねて、地域のマーケットへ出店します。

【成果報告会】連携支援団体などの関係者を招待し、

プログラムの成果報告会を実施します。

卒
業

5. 最後は1ヶ月間の振り返り、引き続きプログラムへの参加

を希望するかどうか等の面談を実施。就職が決まった参

加生においてはファクトリー生を卒業します。一定のスキ

ルのある訓練生に関しては、ファクトリーのアルバイトス

タッフとして雇用することも。 

中
間
研
修

4.

プログラム中は定期的にヒアリングの場を設け、目標の再

設定を行います。また、就労に向けた行動計画づくり、応

募先選定、実際の応募に向けたサポートも行います。

プログラム実施前と終了後にアンケー

トを実施。総体的に肯定的評価へ変化

しており、中でも「発信力」「働きかけ

力」「創造力」が向上しました。これらの

理由は、プログラムの振り返り時間に、

自分の考えを伝える機会、改善点を考

える機会、チームワークを考える機会を

多く設けたことにあると考えています。

一方「規律性」については、製造に関す

るルールの変更が日々多かったこと、

「傾聴力」については、自分の意見を発

信する意識と機会を積極的に設けたプ

ログラムであったことから、「評価がつ

けにくかった」という声がありました。

主体性

働きかけ力

実行力

課題発見力

計画力

創造力

発信力

傾聴力

柔軟性

規律性

ストレス
コントロール力

2.3→3.1

2.5→3.5

2.5→3.1

2.8→2.8

2.8→3.0

2.1→2.8

2.1→2.3

3.3→3.1

2.5→3.0

3.3→3.1

2.5→3.0

0　  0.5  　１　  1.5　  ２　  2.5　  ３　  3.5　  ４

2014年度のアンケート結果

分析

参加者の声

既存の支援する側・される側の二者関係である面談メインの就労支援と異なり、参加者全員が3ヶ月間一緒に過ごすコミュニ

ティ型の支援であった効果は大きいと考えられます。就職困難者層の多くが課題として掲げるコミュニケーションの苦手意識解

消や、集団の中で役割を与えることから生まれるチャレンジ意識など、個人では乗り越えられない壁をチームの力で越えること

ができました。孤立しがちな若年無業者にとって、同じ悩みを持つ仲間が明確な目的に向かって活動する場は非常に重要です。

また、実際の仕事探しでは、チェックシートや適性からだけではなく、実際の体験を軸に考え、当人にとっても納得感のある就職

活動になりました。

プログラムの流れ

寄付金
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メディア掲載情報

2011年11月2日放送分　NHK仙台より

2014年9月26日放送分　毎日放送「VOICE」より

2014年6月12日放送分　NHK「オトナへのトビラ」より

2015年2月13日放送分　関西テレビ「よ～いドン！」より2014年4月27日掲載分　読売新聞より

 
2015/05/11 NHK おはよう関西 大学既卒者など対象に就職支援講座

2015/06/25 日本経済新聞 既卒就活 仲間と共闘

2015/08/10 毎日新聞 おおさかの市民パワー：求人票にない情報も　若者の声聞き就活応援

2015/06/16 Osaka Art Council センチュリー響、今年も就労支援プログラム『The Work』

2015/07/01 大阪日日新聞 ステージドア音楽堂通信「オーケストラの就活支援」

2015/11/16 NHK 奈良 若者就労相談窓口を開設

2015/11/28 産経新聞 「人生相談員」がアドバイス 「働きたい！ワカモノ人生相談所 in 奈良」オープン

2015/10/31 大阪府発行環境白書 巻頭特集 ランニングとエコロジー ～大阪のマラソン大会を環境の視点から～

2015/09/17 日本経済新聞 軌跡

2015/10/26 読売新聞 伝えたい感謝 笑顔と駆ける

2015/09/30 読売新聞 走り方 専門家に学ぼう

2015/10/08 NHKニュースほっと関西 大阪ビジネスパーク 働く人に楽しい街へ

2015/10/09 yahoo! ニュース 大阪 OBP でホコ天フェスタ　ビジネスエリアの活性化狙い／大阪

2015/09/10 交通タイムス カジカジ 10 月号 大阪特集【京町堀エリア】現代版茶室とブックカフェの MIX

2016/02/08 関西春 Walker パークサイドにカフェが続々！

2016/03/23 関テレ 関ジャニ∞のジャニ勉 2/∞

2016/01/12 共同通信 「高校生百貨店」被災地の産品　全国へ

2016/03/02 NHK ラジオ らじる★らじる

2016/03/03 産経新聞 「高校生バイヤー」自慢の東北物産展 近鉄本店で 8 日まで

2015/06/11 HELPMAN JAPAN 日本“最先端”の福祉イベントから見えた介護に新たな人材を呼ぶアイデアって？

2015/11/15 毎日新聞 私の一票　若者が夢描ける大阪に

2015/11/19 読売新聞 語るダブル選　若者支援 国と連携して

そ
の
他
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事
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業
事
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情報発信

 
講演会

「不登校を考える親の会」＠兵庫県 神戸フロンティアサテライト

「京都男女共同参画講演会」＠京都府庁

ビッグイシュー基金「第3回若者応援ネットワーク研究集会」@東京 青山

明石工業高等専門学校 講義＠兵庫

中央ろうきん「いま、なぜ若者応援が必要なのか？」＠東京 全電通労働会館全電通ホール

「きっかけをいっしょにさがそう！ひきこもり等相談支援機関合同説明会＆講演会

塩山諒×土肥ポン太 ひきこもり状態からの脱出！」＠大阪府立男女共同参画・青少年センター

FACE to FUKUSHI「FUKUSHI就活ツアー」＠大阪市 ハローライフ

厚生労働省 介護人材確保戦略会議（第2回）「生き残りをかけた人材確保戦略のカギは『選ばれる会社づくり』にアリ。」＠東京

「GOOD WORKS GOOD PEOPLE Vol.7 講演会」＠栃木県宇都宮市 シェアスペース HOTTAN

「みんなで考える少子化時代の小・中学校」 講演＆クロストーク @奈良県御所市

「ソーシャルな働き方講座」＠長野県上田市HanaLab.TOKIDA

デザテン4「アイディアのつかみどころ」＠大阪南港ATC

講義「社会起業論」＠山形県 東北芸術工科大学

「広島ソーシャル・ビジネススタートアップセミナー」＠サテライトキャンパスひろしま

「大阪大学ソーシャルデザイン授業審査評議会」＠大阪大学　など 年間約30本

メールマガジン
年10回 約3,200名へ配信

社内研修
スマスタでは年度初めの 4月、8月、12月、3月の年 4回、専門のファシリテーターによるワークショップ形式の社内全体研修に

取り組んでいます。内容は毎回、時期やメンバーの要望、社内の状況に合わせて構築。団体としての研修だけでなく、メンバー個々人

の人生における振り返り・現状確認・目標設定にもつながるよう、働きやすい社内環境づくりに向けて取り組んでいます。

年始修行
福利厚生の一環として、毎年の初めに社員全員で「修行」を行うことが恒例行事となっ

ています。さまざまな内容、場所がいずれも心身を清め、今年度の指針や目標を設

定したり、チームワークを高めるなど、新しい年を迎えるための一日を過ごします。

大阪の河内長野にある、真言宗松尾山 勝負宰不動尊 勝光寺にて、護摩木を収めて

座禅・読経を受けた後、太多福滝での本格的な滝修行に取り組みました。

2015～2016 年　勝負宰不動尊 勝光寺 滝行

2015年度は、「縁就活」を通してこれまでで最も就職を実現させた1年でした。過去最多の企業・求職者を抱える中、コー

ディネーター全員で全ての求職者の状況を共有し、それぞれの就職までのシナリオを設計。丁寧な環境づくり・コミュ

ニケーションを行い、信頼関係の構築により、「このスタッフが薦めるなら」と、数多くの求職者が人生の選択をしました。

縁就活では、「採用担当者」という枠を越えて人生の先輩として求職者に接する企業、業界での経験・生き方を元に相談

にのるプロボノ、熱量はどこにも負けないと自負するコーディネーター。まさに、さまざまな「縁」によって就職を実

現しました。

年度末研修 2015

ハローライフチーム

飲食事業チーム

制作チーム

2 名で構成される本チームが、今年度はハローライフ・制作チームと協働。経営改善のために行ったさまざまな取組の

中で最も大きな変化をもたらしたのが、お弁当の「外販売」でした。これまで店舗でお客さまをお持ちしていた姿勢を

振り切り、自らお客さまに会いに行くことで、違った景色を見ることが出来ました。製造量も増えたことで、中間的就

労をしているインターン生にも責任感が芽生え、１名がニート経験を活かした仕事に就くこととなりました。

本年度最も力を入れた事業は、エリアブランディングのための社会実験「OBTP プロジェクト」。

関連団体・コンテンツ数が過去最多となり、立ち止まり考える間もないほどめまぐるしい日々。これまで、個々がプロジェ

クトを持つことが多かった制作チームでしたが、お互いを信頼せざるを得ない状況になったことで、団結力・どんな時

でも前向きでいる姿勢が高まりました。社会実験当日には、参加者のいきいきとした様子を見て、プロジェクトの価値

を確信することができました。

研 修
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アドバイザー会議　

2017年のスマスタ設立10周年を見据え、これまでの活動実績への評価と今後取り組むべき課題について、専門家の視点

から貴重なアドバイスをいただくためのアドバイザー会議を実施しました。アドバイザーとして、放送大学副学長 宮本みち子氏

とビッグイシュー日本代表・CEO 佐野章二氏をお招きしました。また、静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授

津富宏氏からは、書面を通じてのアドバイスをいただきました。

コメント（要約）

放送大学副学長 宮本みち子氏　「若く、多様なバックグラウンドを持つスタッフによる先進的試み」

ゲストプロフィール

1947年長野県出身。日本の社会学者、放送大学教授・副学長、千葉大学名誉教授。専攻は、家族社会学、若者の社会学、

生活経営学。東京教育大学文学部経済学・社会学専攻卒業。お茶の水女子大学大学院家政学研究科修士課程修了。

社会学博士。千葉大学教育学部名誉教授、英国ケンブリッジ大学社会政治学部客員研究員を経て、2014 年より

放送大学副学長。労働政策審議会委員、社会保障審議会委員、中央教育審議会臨時委員、法制審議会民法成年

年齢部会委員、内閣府若者の包括的自立支援検討会座長等などを歴任。主な著書・論文に「若者が《社会的

弱者》に転落する」『若者が無縁化する：仕事・福祉・コミュニティでつなぐ』『すべての若者が生きられる未来を』など。

 

コメント（要約）

ー評価ポイントー
スマイルスタイルの活動は、事業の発端にある問題意識の持ち方が、社会から承認されていない人たちに共鳴するものになっていることが印象的で
ある。また、そこから生まれる事業のアイデアが大変興味深い。さらに、いしのまきカフェ「　」（かぎかっこ）や高校生百貨店は、被災地に
実際に赴き、今も事業を継続していることが素晴らしい。この事業は、若者支援団体だけにとどまらず新しいネットワークを形成し本来の目的を
乗り越え広く社会に展開していく可能性を秘めている。問題意識もアイデアも素晴らしいので、あとはそれを実践の形に落としこむことが出来れば、
よりよい活動になっていく。いいアイデアは必ず形になっていくものだと思う。

アイデアを収益となる事業にまで具体化できる力を蓄える必要がある。そのアイデアが他でも水平展開されるような形にまで整えることが

出来れば、良い実践ではなくて社会から求められる素晴らしい実践になると思う。ハローライフ 4 階で展開している「CHASHITSU 

factory」等、アイデアを事業化していくための身体と頭を使った作業に力を注いで欲しい。愉快な事業展開を期待したいと思う。

ー課題・今後取り組むべきポイントー

ビッグイシュー日本代表・CEO 佐野章二氏　「本来の目的を乗り越えた展開をする可能性がある」

ゲストプロフィール

1941 年大阪出身。日本の社会起業家、都市計画コンサルタント。ビッグイシュー日本代表 CEO。大学卒業後、

映像制作会社、大学の学生部勤務、都市計画コンサルティング会社勤務を経て独立し、地域調査計画研究所を

設立。その後、NPO 法の制定に関する基礎調査をはじめ、日本各地の NPO 支援センターの立ち上げ支援を

行う。2000年代からは、ビジネスによる社会問題の解決を提案。2001年NPO「シチズンワークス」を設立。2003年5月、

有限会社ビッグイシュー日本を設立し、イギリス発祥のホームレス支援雑誌『ビッグイシュー日本版』を創刊。2007年

ビッグイシュー基金設立、理事長就任。2010～2011 年には、内閣府「新しい公共」円卓会議の会員を務めた。

主な著書に『ボランティアをはじめるまえに』『ビッグイシューの挑戦』『社会を変える仕事をしよう』など。

静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授 津富宏氏　「当事者の側に立ちながら、魅力的な仕事をしている」

ゲストプロフィール

1959年東京都出身。法務官僚、社会学者（犯罪学・刑事政策・評価研究・青少年自立支援）。静岡県立

大学国際関係学部教授・大学院国際関係学研究科教授、特定非営利活動法人青少年就労支援ネットワーク

静岡代表、少年院出院者の更生を支援する団体「セカンドチャンス！」創設者。法務省矯正局調査係係長、

浪速少年院教育部門統括専門官、矯正研修所教官、国際連合アジア極東犯罪防止研修所教官などを歴任。

 

アドバイザー会議概要

日程　　2016 年 6 月 28 日（火）16:00～18:00

会場　　ハローライフ（大阪府大阪市西区靭本町 1-16-14）

プログラムスケジュール

「これまで 3年間、これから 3年間のスマスタ」

　１）スマスタのこれまでの取り組みに関してプレゼンテーション

　　　教育デザイン（島田）、企業デザイン（箭野）、公共デザイン（古市）

　２）スマスタのビジョン説明（代表 塩山）

　３）アドバイザーからのコメント（宮本みち子氏、佐野章二氏）

ー評価ポイントー
子ども、若者、女性など支援が必要な人に向けての取組みは、官が主導になりやすい。しかしスマイルスタイルは、若さを強みに、支援を届けなければ

ならない相手に向けてのアプローチを続けている。専門的な資格を持つスタッフばかりではないが、多様なバックグラウンドを持つ若いスタッフが集まり、

独自性のあるアイデアを展開することで、これまで暗く捉えられがちだった社会サービスのイメージをポジティブなものに転換してきている。

社会サービスの改善に若者が参入する動きは韓国での取組みに類似しており、日本ではあまりみられない先進的な試みだと感じる。

ー課題・今後取り組むべきポイントー
社会サービスへのテコ入れを行うためには、民間の中から地域全体を見通してプランニングできる力を持った人が出てこなければ厳しい。スマイル

スタイルはその役割を担う可能性があるが、そのためにはプランニングする力を持つ人を育てることが必要。組織として、ダイバーシティの強化やより高度な

人材育成に取り組むことが求められる。もちろん、その一方で拠点として持つハローライフでの支援実績や画期的なサービスを創りだし、その結果も

地道にしっかり残していかなければならない。その他にも、国の施策のモデル事業を実施できる団体として認識される必要がある。

ー評価ポイントー
スマイルスタイルの強みは、当事者の側に立っていること／地域に密着したプロデュースをできること／大企業と仕事ができること／スタッフが
魅力的なこと／デザイン・センスにあふれていることだと考えている。

当事者の声を社会に反映するという基本ラインを守り続けた企画を行い続けること／働けない若者にむけた、従来にはないニッチな
仕事を見つける事業を考える。例えば、商店街をアートプロデュースするなど、アート志向の若者向け事業。泥臭く、しかし、ファッショ
ナブルに、スマイルスタイルならではのセンスで、大阪各地の商店街をプロデュースすることに取り組み、その過程で若者の雇用を
生み出していくこと／全国規模の企業が、他の地域でも同様の若者支援を展開できるようなコンサルティング／スタッフ一人ひとりの
持っている面白さ（突破力･企画力）を、横展開する事業／行政の壁を乗り越え、全国のサポステをおしゃれ化 等、幅広く今後も様々
な事業を展開してほしい。

ー課題・今後取り組むべきポイントー
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（単位：円） （単位：円）

【2013 年におけるマイナス部分についての解説】

自主事業（ハローライフ・飲食事業）の立ち上げに伴い、初期費用（物件施工・備品什器）について一部をクラウドファンディングより寄付金を募りましたが、
不足分については役員から借入で補うことになりました。

会計報告 活動計算書 2011 年～２０１5 年

2014年
H26.4.1～H27.3.31

2015年
H27.4.1～H28.3.31

経常収益

1, 寄付金収入

2. 助成金収入

3. 事業収入

4. 雑収入

経常収益計

経常費用

1. 事業費

2. 管理費

経常費用計 

当期経常増減額

当期正味財産増加高

前期繰越正味財産

次期繰越正味財産

22,813,722

14,758,664

160,027,854

24,147

197,624,387

139,361,864

40,635,119

179,996,983

17,627,404

17,557,404

▲16,795,559

761,845

2012年
H24.4.1～H25.3.31

4,079,534

0

131,007,850   

 95,305   

135,182,689

104,645,947

26,161,487

130,807,434

4,375,255

4,375,255

5,267,425

9,642,680

7,000,000

0

55,111,300   

67,966   

62,179,266

48,031,288

8,117,885

56,149,173

6,030,093

6,030,093

▲762,668

5,267,425

2013年
H25.4.1～H26.3.31

8,255,972

10,980,783

104,512,765

517,619

124,267,139

84,060,300

39,590,911 

123,651,211

615,928

615,928

▲17,341,487

▲16,795,559

2011年
H23.4.1～H24.3.31

5,334,416

0

118,658,444   

578,998

124,571,858

94,565,935

56,920,090   

151,486,025

▲26,914,167

▲26,914,167

9,642,680
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２０１５年度をふりかえって。

今年度でハローライフは 3年目を迎え、これまで試行錯誤を繰り返し、積み上げてきた

ことを「縁就活」に集約することができ、大きな手応えをつかむことができました。

宮城県石巻での教育事業も 4 年目を迎え、地に足をつけて最終的にインパクトを残し

ていくため、事業化を目標にしたプログラム「高校生百貨店」を実施。プログラムと

しての質は高く、売上も話題性も大きかったのですが、まだ事業としての持続性を

担保できるほどの強度があるモデル構築には至っていません。次年度より現地法人に

事業移行を図り、東北地域に根ざし、より愛される法人をめざして再スタートを切り

ます。応援をよろしくお願いします。また、新たな挑戦としてOBP再活性化に向けた社会

実験事業、奈良での人生相談所の開設、大阪府の若者サポートステーションの運営等を

担わせていただきました。

まだまだ至らないことばかりで力不足を痛感する日々。ですが、機能不全を起こして

いる制度やサービスを再考することで、本来あるべき姿に近づけ、刷新する試みが

必要です。すべての仕事は「未来投資案件」と勝手に言っていますが、本当にその

通りだと思っています。どこまでいっても現状満足することなんてなく、凄まじい

競争の中でアップデートし続けていくしかありません。その中でスマスタには一体

なにができるのか？なにを届けることができるのか？それは、既成概念に囚われない

「創造力」と、セクターを越えた「つながり」を通して、イノベーティブな事実をつくり

続けることです。

とは言っても、イノベーションを起こすのは「人」なので、そこに尽きます。誰でも

思いつくようなアイデアを磨きに磨き、ソリューションとして提案。それを具現化する

のは黒子的な存在のディレクターと、現場で従事するスタッフのみんなです。設立後、

ずっと不在だった事務局長のポジションに、中途採用で 3 年前に入社した古市が就任

しました。新卒で 4 年前に入社した箭野がディレクターとして大車輪の活躍をしてく

れました。この二人が 2015 年度の社内 MVPを獲得。創業期のメンバーに続く突き

上げがないと、この組織は終わってしまうという危機感もあり、新卒採用含めてこれ

まで「人」にはできる限りの投資を続けてきました。力をつけて組織を牽引する「人」

が育ってきてくれていることが 2015 年度のなによりも大きな収穫であり、心から

うれしい変化です。

来年 7 月で、スマスタはとうとう創設10 周年。これを区切りに法人としても刷新を

図ろうと構想しています。これからの一年間は、あらゆるセクターの皆様から忌憚の

ないご指導ご鞭撻をいただきに動きまくろうと思っています。何卒よろしくお願い

申し上げます。

NPO 法人スマイルスタイル

代表理事 塩山諒
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