
受益者から適正な対価を得ることが難しい事業に対する柔軟な助成
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任意団体
コレクティブ・
フォー・チルドレン
設⽴

2016年４⽉ 2016年9⽉ 2016年12⽉ 2017年４⽉ 2017年10⽉ 2018年４⽉ 2019年４⽉

法⼈設⽴
⼦ども・若者応援クーポンモデル事業 開始

2017年度
・17世帯 30⼈にクーポン提供
・クーポン利⽤可能事業者数150超

・ 助成 ３億円(2017年度から2019年度まで各年度１億円ずつ、３年間にわたる
複数年度助成）
・ クーポン利⽤代⾦⽀払に充てたほか、相談⽀援を⾏うソーシャルワーカー⼈件費、
利⽤案内パンフレット作成、ポスティング等の周知・活動に使⽤
・ 使途の限定がなく、翌年度に繰越が可能

・事業による効果を定量的に評価するための
調査設計を⽀援（⼤学と協働）
・（公財）⽇本財団で⾏う⼦どもの貧困の
課題解決に関する研究成果を情報交換

・定期的に事業の進捗を確認し、必要に応じた助⾔
・ 地域の300以上のサービス事業所の
協⼒を得て、クーポンによるサービス利⽤、
相談⽀援による介⼊により⼦ども・若者
の変化とそれらの⼿法の効果の明確化

社会的事業の成⻑と
資⾦的⽀援・⾮資⾦的⽀援の内容

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

社会的事業
の成⻑

 社会的事業︓⼀般社団法⼈ コレクティブ・フォー・チルドレン
 資⾦的⽀援︓公益財団法⼈ ⽇本財団
 ⾮資⾦的⽀援︓公益財団法⼈ ⽇本財団

・ 助成 1,000万円
・ 事業内容構想のための
調査研究等に使⽤

【スキーム】

⽇本財団ソーシャルイノ
ベーションフォーラム2016
ソーシャルイノベーター
優秀賞受賞

2018年度
・222世帯 250⼈にクーポン提供
・クーポン利⽤可能事業者数300超

2019年度
・350⼈にクーポン
提供予定

（今後）
クーポンを利⽤した⼦ど
もの主観的幸福感の
変化の測定を検討

複数のNPO法⼈の連携のほか、⾃治体や⼤学等の研究機関、地域に根ざして活動している団体・法⼈と連携

・複数団体によって構成される組織として円滑に事業を運営できるよう、
責任権限を明確化し、組織体制を構築

社会経済的に困難を抱える⼦ども 塾、教室

（⼀社）
コレクティブ・フォー・チルドレン

（公財）⽇本財団

尼崎市関⻄圏⼦ども⽀援
複数のNPO

広報⽀援各団体のノウハウ提供

クーポン提供

学び・経験提供

クーポン利⽤

クーポン利⽤代⾦⽀払

助成 社会的な成果に関する⽀援等

事例
１



■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営

解決したい社会課題
•⼦どもの貧困の連鎖
•経済的・その他の理由により、学びやつながりの機会がなく孤⽴した⼦ども・若者の状況

社会的事業の概要
•関⻄圏で活動する複数の⼦ども・若者⽀援のNPO団体等が連携し、⼦どもの育ち・学びを切れ⽬なく⽀援することを⽬指して
発⾜した。

•尼崎市の協⼒の下、2018年4⽉から尼崎市全域の0歳から20歳の経済的困難を抱える⼦ども・若者を対象に、習い事や
塾等に使えるクーポンを提供する「⼦ども・若者応援クーポン事業」を実施。さらに各親⼦と⾯談等をおこない、⽀援が必要な
場合は地域資源につなげるなど相談⽀援も実施している。

•（公財）⽇本財団からの年間1億円、3年間で３億円の助成を原資に、直接⽀援の現場を担っている団体どうしが専⾨性
を活かし連携。NPOだけでなく、⾏政、地域の事業者などセクターを越えて協働し、⼦どもや若者が安⼼して育ち、多様な学び
や経験の機会を届けていくことを⽬指している。
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【⽬標、成果】
 クーポン提供⼈数（現在）
 クーポン利⽤前後の⼦どもの主観的幸福感の変化（今後）

【重要と考える⽬標、成果指標】
クーポン提供⼈数（実績）︓ 2017年度 30⼈

2018年度 250⼈

図表出典︓http://cforc.jp/

 設 ⽴ 2016年12⽉
 所在地 兵庫県尼崎市
 ステージ 創業期

【⽀援の受け⼿】 ⼀般社団法⼈ コレクティブ・フォー・チルドレン使用ご許諾のほどお願い申

社会的事業者の声

事業継続上の課題
クーポン提供事業それ⾃体は、受益者から適正な対価を得ることが難しいモデルであるため、（公財）⽇
本財団からの3年間の助成が終了した後も事業を継続するには外部の資⾦が必要となる。
またこの事業で成果を出すには、⻑期間続けて、その⼦どもの成⻑への影響を追跡調査する必要がある。
したがって今後は、クーポン提供事業の継続のための資⾦に加えて、既にクーポンを配った⼦どもの変化を測
定する調査研究のための資⾦も必要である。しかし⾃治体からの資⾦集めは困難なことが多い。⽬の前で既
に発⽣している事態に対処するのではなく、貧困による問題の悪化を予防するような取組には資⾦はなかな
か出にくいと感じている。

柔軟性の⾼い助成⾦の必要性
（公財）⽇本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016を通じた助成⾦（３年間で３億円）は、⼈
件費に充てることができ、翌期への繰越が可能であるといった柔軟性の⾼いものであった。まとまった助成⾦の
交付を受けたことにより、⼀定数にクーポン（⼀⼈あたり最⼤28万円）を提供できた。またクーポンの対象と
なる家庭に当該事業を周知することが重要と考え、わかりやすい案内資料を作成したほか、あらゆる広報⼿
段を活⽤し（尼崎市の広報誌掲載、SNSの活⽤、ポスティング、公⺠館や図書館など拠点での配布）、
可能な限り受益者に届くよう⼯夫した。また2017年度に配りきれなかったクーポン相当分の助成⾦は翌年
度に繰り越すことができたので、2018年度は⽀援対象を尼崎市全域に広げ250⼈の⼦どもに配ることがで
きた。

１

３

２ 関係者の協⼒
クーポンが使える教室は、2018年12⽉時点で306教室。利⽤の傾向として、未就学児は⽔泳、⼩学
⾼学年⽣、中学⽣は塾が多い。⼦どもがクーポンを使⽤することのできる教室（習い事、塾等）を増やすこ
とが重要であるので、個別の教室に対してクーポンを受け⼊れてくれるように当法⼈が交渉した。
さらに⾏政、地域の⽀援団体と、この事業の⽬的やビジョン等を丁寧にコミュニケーションし、協⼒体制を
築くことができた。

4 成果を測定するための調査研究活動
社会的成果を測定するための調査研究活動を現場の実務をやりながら⾏うには2つの課題がある。ま
ず社会的事業の現場を担う⼈材が不⾜しているため、負担が重い。また成果の評価の対象となる現場
の事業を担う担当者が調査研究に関与することは、研究の中⽴性を歪める危険がある。
今後は社会的事業の成果を測定するための調査研究と現場の社会的事業の実務を完全に分け、
当法⼈は現場の作業とデータ収集に集中する必要がある。

コレクティブ・インパクト・アプローチ
コレクティブ・インパクト・アプローチには、共通のアジェンダ、共通の評価システム、相互補完、継続的な
コミュニケーション、バックボーン組織の5つの条件が必要と⾔われているが、当法⼈はそれらを意識してい
るわけではない。尼崎市の⼦どもの貧困の連鎖解消という共通のアジェンダに向けて、既に関⻄圏で活動
してきた複数の⼦ども・若者⽀援のNPO法⼈で連携し、強みを持ち寄る形をとった。例えば、広報⼒に
⻑けたNPO法⼈ノーベル、クーポン事業の仕組作りの経験を持つNPO法⼈ブレーンヒューマニティ、⽀援
実務の専⾨性や実績が豊富なNPO法⼈み・らいずなどが、それぞれの⼈員を出し合い、事務局メンバー
を構成した。これまで個別に活動してきた団体どうしが、⼦どもの育ち・学びを切れ⽬なく⽀援する活動を
推進するため、尼崎市に集まり、連携・意思疎通を密にした。複数NPOだけでも解決できない複雑な問
題に対して、⾃治体や⼤学等の研究機関、また地域に根ざして活動している団体・法⼈との連携も意
識して密に⾏っており、その結果、尼崎市においてこれまで存在しなかった⼦ども・若者⽀援の取組の実
現につながっている。
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■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営
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 設 ⽴ 1962年4⽉
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 公益財団法⼈ ⽇本財団

⽀援の概要

・（公財）⽇本財団は、公益活動団体に対して、⼦ども、障碍者、災害復興⽀援など幅広い分野で助成による⽀援を実
施している。
・このうち、2016年に開始した「ソーシャルイノベーター⽀援制度」（※）は、ソーシャルイノベーションの創出に取り組む⾰新
的な⼈材を募り、年間上限1億円、3年間で最⼤3億円の⽀援を提供する制度である。

（※）本事例の記載内容は2016年当時の制度内容。毎年、⼀部変更しながら継続実施している。2018年度より
「ソーシャルイノベーションアワード」に呼称変更。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 助成 提供⾦額
「ソーシャルイノベーター⽀援制度」
最優秀賞１組には、上限1億円（年間）、3年間で計3億円を⽀援
優秀賞2組には、上限5千万円（年間）、3年間で計1.5億円を⽀援

資⾦源 ボートレースの売上⾦（公的機関からの資⾦）の⼀部 年度別実績※ 2016年度 2017年度 2018年度（⾒込み）

⽀援対象

成⻑ステージ 限定していない

助成

件数
2,087件

（うちソーシャルイノベーター
⽀援制度 9件）

1,317件
（うちソーシャルイノベーター

⽀援制度 6件）

820件
（うちソーシャルイノベーター

⽀援制度 3件）期間 １年以上

対象地域 国内（全国）
⾦額

309億8,300万円
（うちソーシャルイノベーター

⽀援制度 8億9,693万円）

334億5,400万円
（うちソーシャルイノベーター

⽀援制度 2億9,990万円）

373億5,400万円
（うちソーシャルイノベーター
⽀援制度 2,000万円）対象分野 限定していない

選定基準
⽇本国内で、制度の趣旨に沿ったプロジェクトチーム（実⾏委員会、任意団体、法⼈格を有する団体（財団法⼈、社団法⼈、特定⾮営利活動法⼈等の法⼈格を有する団体、各種組
合等の業界団体、ボランティア団体等））の組成が条件となる。
・ ⽇本に関する社会課題に対するもので、明確な⽬標や実現したい社会像、その戦略やアプローチが掲⽰されているもの。
・ 活動を進めるために必要なマルチセクター（⾏政、企業、NPO団体、研究機関、その他）のチームが組成され、各セクターの役割分担及び機能が明確なもの。

※下表の年度別実績は、（公財）⽇本財団による通常の助成⾦全体の実績である。

図表出典︓https://www.nippon-foundation.or.jp/

⽀援先の必要に応じて適宜⾮資⾦的⽀援を提供している。



■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営
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⽀援の出し⼿の声

マルチセクターによる社会課題解決の取組を⽀援
当財団が社会的事業者に⾏ってきた資⾦助成のあり⽅を議論した際、多様化・複雑化する社会課題に対
し、専⾨家どうしのつながりだけではなく、セクター（⾏政、企業、NPO団体、研究機関、その他）の横のつな
がりを持って取り組んでいかなければいけないとの問題意識があった。
そこで社会的成果（インパクト）を⼤きく創出する形で社会課題を解決できるような団体を積極的に掘り起
こし、育成・全⾯的なバックアップをしていくべきとの考えから、2016年度にソーシャルイノベーションフォーラムを
主催した。その中の⽬⽟イベントとして、業界を引っ張っていくようなソーシャルイノベータ―を⾒つけようとした。
助成⾦額の⼤きさ、⾰新的な⼈材を募るといった点が特徴的であるが、複数年度、コレクティブ・インパクト・
アプローチといった観点もある。汎⽤性を持ちながら、全国・海外に広がっていく社会的事業となると、数百万
円から1千万円ではなく、1億円という額を投じることで、インパクトを出せる団体を選定した。

１

受益者から適正な対価を得ることが困難な事業に対する⽀援のあり⽅
社会的事業は、誰かがやらなければならない事業であるが、必ずしも事業性があるわけではない。その場合、
ソーシャルイノベーター⽀援制度におけるビジネスコンテストも含め、当財団の通常の助成事業の審査では、
営利事業への⽀援ではないので収益性は求めていないが、助成事業期間終了後の事業の継続発展性は
確認する。⽀援が必要であり、利⽤者が費⽤負担しづらい事業は、いかに継続発展性を担保するかが論点
である。事業の社会的な成果と継続発展性をどのように両⽴するかを審査でも注視し、また事業の中でもとも
に考えていく。

2

ビジネスコンテストから⼦どもの貧困対策チームへの引継
ソーシャルイノベーター⽀援制度の1件あたりの助成規模は縮⼩しているが、事業件数が増えてきめ細かい
対応が必要となったため、テーマ別にチームを分けて⽀援している。例えば、（⼀社）コレクティブ・フォー・チル
ドレンの事業は、当財団の⼦どもの貧困対策チームが引き継いでいる。
当財団の⼦どもの貧困対策チームのミッションは、⼦どもたちの社会経済状況にかかわらず、⾃⽴する⼒を伸
ばすための環境基盤を整え、その結果貧困の連鎖を断ち切ることである。特に注⼒しているのが「第３の居場
所」という学校に次ぐ⼦どもたちの居場所の提供である。2018年度末で15拠点となり、1拠点あたりの運営
費は2,400万円程度、開設費を含めて年間事業費は10億円弱。来年度はさらに増加予定である。 （⼀
社）コレクティブ・フォー・チルドレンの場合は年間1億円なので、⼦どもの貧困対策チームの全体の予算規模
のうち10％であり、事業展開しているのは尼崎市のみである。
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 設 ⽴ 1962年4⽉
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 公益財団法⼈ ⽇本財団（つづき）


