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⽇付：

と若者とその家族、新型コロナウイルス感染予防のために社会参加の
機会を失くした⼦育て世代家族、オンライン授業が続いたため進路に
悩んでいる学⽣。

Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

⼦ども・学
⽣

不登校

その他 引きこもり

⼦ども・学
⽣

不登校

その他 引きこもり

⼦ども・学
⽣

不登校

その他 引きこもり

⼦ども・学
⽣

不登校

実施時期: 2020年11⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 神奈川県
事業対象者: 不登校・ひきこもりで家から出て来ることができるようになった⼦ども

課題設定、事業設計に関する振り返り

新型コロナウイルス感染拡⼤が収束しない中で、緊急事態宣⾔発出や蔓延防⽌措置適⽤により⾏動制限と不安の中で予想以上に孤⽴化が深刻となっていった。当初は
活動⽇は昼⾷を挟んで午前午後で実施していたが、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、昼⾷を中⽌し午前のみの活動とした。午前のみの活動にしたことで、昼⾷持
参の⼼配がなくなり、参加しやすくなった⼈もいた。また、短い時間の活動になったことも参加者を増加させることとなった。家族単位での参加や毎回メンバーの半
数が固定化されてきたことで、顔⾒知りになり名前で呼び合うことでさらにつながりが深まっていった。農閑期からの活動になったため、環境整備を⼒をあわせてや
ることでコミュニケーションをとりやすくなり、その後の農作業にいい影響をもたらした。事業半ばに園芸指導者による講習会を開催したことで、より農業が⾝近に
なりプランター栽培を⾃宅で実施する参加者もいた。７，８，９⽉の暑い時期は活動実施時間を早め、暑さ対策をおこなった。⽉に４回（毎週）農園での活動を実施
することで、動くことが困難になっていた事業対象者の⽣活にリズムがつき、動くことが習慣化した。事業当初は⽉に１回参加できるかどうかだった事業対象者が事
業終了時には毎週参加することができたり、毎週参加することで⾃信がつき、学校復帰や就労体験・就職へと進むことができた。当事業の開始前は、市⺠農園事業や
ひきこもりの⼈たちのための居場所事業、不登校児童⽣徒を対象とした事業を個別に開催していたが、今回の事業によって、それぞれの事業に関わっていた⼈や新た
に加わったボランティアの⼈たちが直接交われることで、⼀般社会の縮図が形成され、⼈のつながりが深められた。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

体⼒不⾜の解消

アンケートの集計によ
る

登録者（⼦ども１６
名、学⽣２３名）の６
０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

参加回数の多い⼦ど
も・若者は⽬標に達し
た

体⼒不⾜は不登校の⼦ども・若者に共通した
傾向だが、野外活動を通じて確実に解消がは
かれた

体⼒不⾜の解消

アンケートの集計によ
る

登録者（ひきこもり１
３名）の６０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

参加回数の多い⼦ど
も・若者は⽬標に達し
た

体⼒不⾜は⻑期間ひきこもっていた若者に共
通した傾向だが、野外活動を通じて確実に解
消がはかれた

コミュニケーション⼒アップ

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 農園を活⽤した⼦ども・若者⽀援事業
資⾦分配団体名: 特定⾮営利活動法⼈神奈川⼦ども未来ファンド
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈⼦どもと⽣活⽂化協会

事業実施概要

新型コロナウイルス感染拡⼤する中での事業スタートとなった。再三発令される緊急事態宣⾔やまん延防⽌等重点措置適⽤により、⾏動制限・オンライン授業・⾏事
の中⽌など、⼈との交流の機会が限りなく減少した。コロナウイルス感染の不安のある上に社会と孤⽴するストレスを溜める⼦ども・若者がさらに増加していった。
当事業は密にならない野外での農作業。しかし、多くが農業未経験者の為、作業⼿順や耕すなどの⼒仕事のサポートが必要にる。
そこで農業指導や⽣活相談など、農業指導者が現場をサポートする有資格者を配置した当事業を展開することで孤⽴しがちな⼦どもや家族と社会的⾃⽴を⽬指そうと
している若者や進路決定に悩む学⽣たちが、草刈りや耕耘などを協⼒しながら⽣産機能のある農園活動を通して互いにつながり合うことで社会課題の解決に貢献でき
る。

2021年10⽉15⽇

アンケートの集計によ
る

登録者（⼦ども１６
名、学⽣２３名）の６
０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

独りで参加した不登校
は⽬標達成

親⼦で参加した不登校の中には、成⻑は⾒ら
れるが⽬標達成には⾄らなかった⼈もいる

積極的な交わりが可能
になった⼈の割合が⾼
くなった

⼈間関係を苦⼿とする不登校が野外という解
放空間で全員が関係を拒否することがなく
なった

コミュニケーション⼒アップ

アンケートの集計によ
る

登録者（ひきこもり１
３名）の６０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

独りで参加したひきこ
もりは⽬標達成

親⼦で参加したひきこもりの中には、成⻑は
⾒られるが⽬標達成には⾄らなかった⼈もい
る

初めての⼈との交わり

アンケートの集計によ
る

登録者（⼦ども１６
名、学⽣２３名）の６
０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

初めての⼈との交わり
アンケートの集計によ
る

登録者の６０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

積極的な交わりが可能
になった⼈の割合が⾼
くなった

⼈間関係を苦⼿とするひきこもりが野外とい
う解放空間で全員が関係を拒否することがな
くなった

復学、再登校に向けての準備

アンケートの集計によ
る

登録者（⼦ども１６
名、学⽣２３名）の６
０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

最初から本事業に参加
した３名は４⽉から復
学した

本事業の途中から参加した不登校児童・⽣徒
の多くに改善が⾒られた



その他 引きこもり

その他 その他

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

活動 進捗 概要

事業実施以降に⽬標とする状況
農作業の実体験を積んだことで、⼦どもや若者たちが気候などの変化に即応でき、柔軟性を⾝につけ、種まきから収穫までを経験することで、継続して働くことがで
きる⼒がつき、元気になって意欲が湧き、社会的⾃⽴が可能となること。

考察等
⽉４回（毎週）活動を実施することで、気候の変化を体感することができ⾃分が⾃然に合わせることで柔軟性を⾝に着けることができた。種まきをしたものが次の活
動⽇には芽が出て、⼟寄せや追肥などのお世話をし収穫にいたる過程を経験することで、⾃然の⼒を感じ⾃分の⾃信にも繋がった。参加回数が増えることで⾃然と体
⼒がついた。⾃信と体⼒の回復により、⾃⼰肯定感が向上し、次へのステップの兆しが⾒えてきた。

登録制のため登録書を作成 ほぼ計画通り 当初は登録書の受け渡しに⼿間を要したが、その後はスムーズに登録完了した。

チラシの作成 ほぼ計画通り 作成に多少の遅れがあったが、事業内容がわかり易く、興味・関⼼を引くものができた。
近隣の関係団体や公共機関等にチラシ配 ほぼ計画通り コロナの状況で配布できないところもあった。

＜若者＞
就職、就労に向けての準備

アンケートの集計によ
る

登録者（ひきこもり１
３名）の６０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

就労に向けての準備
（内、２名の若者が仕
事に就けた）

⼟⽇が活動だったために、仕事に就いた⼈た
ちも継続して参加することができた

＜⼦ども・若者の家族＞
不登校・ひきこもりを抱えた家族の安⼼

アンケートの集計によ
る

登録者（家族・ボラン
ティア６３名）の６
０％達成
⼀⼈ひとりが進路を決
めることができる

ほぼ全家族の安⼼が実
現

不登校の復学や就労を果たした⼈たちの親は
じめ家族の喜びは⼤きかった

休⽇開催だったため、不登校児童・⽣徒だけでなく様々な⼈たちが関われることができ、⼈の好循環があった。
就労準備⽀援事業を展開している「きゃっち」との協⼒、話し合い、互いに役割分担ができた。

ほぼ計画通り
思いのほか継続参加者が増え、体⼒の向上やコミュニケーション能⼒の改善がみられた。

農園活動、⼟⽇祝⽇、⽉４回程度実施
計画通り

計画通り、⽉４回（計４４回）実施。⾬天で外での活動ができない⽇が数⽇あったが、⼩屋の整理や室内で話し合いができ
た。

活動参加は事前申し込み制 ほぼ計画通り 参加状況が把握できるようになり、必ずしも事前申し込み制でなくても良いことにした。
農園の種まき・苗植え付け・耕し・収穫 計画通り 作物の時期に応じて実施。

事業連絡においてシステム利⽤に当初は慣れなくてこずったが、その後の処理等は技術処理に⻑けた者の協⼒で予定通り進ん
だ。

個⼈情報管理、会計、事業連絡等は事務
所常勤スタッフが対応

ほぼ計画通り

継続参加で体⼒の向上やコミュニケー
ション能⼒の改善を図る

100.0%

100.0%
管理的経費 100.0%

事業費
直接事業費

2,199,500 2,199,500合計

補⾜説明

就労窓⼝になっている課と⽉２回⾏っている相談会を通して、本事業への参加者がいた。

計画額
1,925,000
274,500

実績額
1,925,000
274,500

執⾏率

⼩⽥原市福祉政策課
平塚市産業振興課

⽣活保護受給者や⽣還困窮者が担当課の紹介で本事業への参加につながった。

寄宿⽣活塾はじめ塾
秦野市社会福祉協議会

農閑期は柵や境界⽤の⽵の修理等 計画通り 農園の環境整備を実施。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

農閑期作業に獣被害を防ぐ柵や境界⽤の⽵の修理等を計画していた。しかし、事業展開していくなかで、農園の中で⼿つかずになっていた剪定や廃材の処理などにも
作業がおよび想定外に環境整備が整った。環境整備が整ったことで気持ちの良い場所となり、⾜を運ぶ⼈が増えた。活動の参加者の中から、「花カフェ」クラブがで
き、⾃主的に花の植え付けや世話をするようになった。ひきこもりを抱える親御さんも「花カフェ」メンバーになり、親がいきいきと活躍する場を得ることで、家庭
内にも良い影響を与え、ひきこもりの息⼦も活動参加が定着した。就労が実現した家族の喜びは、思いの外⼤きく、受益者本⼈だけでなく、喜びは周りの⼈に波及し
た。不登校の再登校についても同様のことが⾔える。

課題を取り巻く変化

農園活動、不登校・ひきこもりの居場所活動を別々の事業として実施していたが、⼀緒に実施することで不登校・ひきこもりの当事者が特別⼈ではないことを理解し
てもらう場となった。また、コミュニケーション⼒向上や⼈の温かみを感じる場にもなった。新型コロナウイルス感染拡⼤の中、感染予防をしながらのびのびと体を
動かすことができ達成感を得た。農園を整備したことで感謝の⾔葉をかけられたり、家族以外の⼈と会話をする機会は社会的⾃⽴をするうえで⼤きな役割を果たし
た。継続を望む声もあがっているが、今後の活動については検討中。

計画通り 想定通り、⾃宅で過ごす時間が増えたことで家庭菜園に関⼼がある⼈の参加が多くあった。

秦野市地域共⽣推進課 ⽣きづらさを感じている⼈たちが、市主催の相談会を通じて、本事業に参加。講演会も開いた。

連携先 実施内容・結果

園芸指導講師を招いて勉強会を開催



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更はなかった

状況 内容

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されてい
ますか。

はい

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。

完了1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況
がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開してい
ますか。

⾃由記述

求められた規程類の作成に費やした時間が膨⼤で、担当理事が苦労した。本事業終了時に実施したアンケート結果から９割以上の参加者が満⾜及びやや満⾜と回答。また、アウトプットであるコミュニケー
ション能⼒がついたと思う参加者は７割以上、体⼒不⾜改善されたと思う参加者は９割以上となった。アンケート⾃由記載項⽬には、「毎週でなくてもよいので、このような活動を続けて欲しい」という声
が寄せられていることから、本事業を実施したことによるプラス効果があったと思う。これらの声を基に何らかの形で活動の継続に努めたい。活動の毎週末に実施したことで、コロナ感染予防の検温、消
毒、マスク着⽤などに細⼼の注意を払う必要があり、活動開始前の⼀時間の打ち合わせ、更に終了後の⼀時間余りの振り返りを毎回実施したことで、事業を無事に完了することができた。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っています
か。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置してい
ましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しまし
たか。

はい

はい

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、
または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

ホームページで公開中

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
内部監査

実施予定はない
団体の監事による監査を実施。

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

平塚市や秦野市の広報紙やHP、チラシでひきこもり相談の案内

１２⽉１４⽇ チラシ印刷

法⼈情報⽉間誌（あやもよう広場）に事業内容及び案内を掲載。

チラシにシール貼り付け。購⼊品（刈払い機）にシール貼り付け。

内容

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの


