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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

その他
学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

困窮家庭等の⼦どもたちの学習⽀援の機会が
提供されている。

①学習⽀援の開催回数
②学習⽀援の参加⼈数

①実施回数：18回
②参加⼈数：18名／

回

①実施回数：21回
②参加⼈数：平均14
名／回（登録数：19

名）

学習⽀援者の養成研修を通じて、学習⽀援事
業が多くの⼦どもたちに届けられるように
なっている。 ①養成講座実施回数

②養成講座受講者数
③⽀援者登録数

①実施回数：3回
②受講者数：延べ15
名
③登録数：8名

①実施回数：３回
②受講者数：延べ43
名
③登録数：9名

課題は特になかった。講座を通して学習⽀援
者としての共通認識が持てた。講座受講者の8
⼈が⽀援者、1名が事務局担当として関わるこ
とになり、事業の事務局体制の整備に繋がっ
た。

学習や遊びをする居場所としての機能は果た
せた。案内ちらしを公共施設などでの設置も
したため幅広い⼈に活動を知ってもらえ、励
ましの電話や、お持ちの参考書の提供の連絡
も⼊った。事業実施当初は参加⼈数が少な
かったが経過するごとに増えていった。「こ
こに来たい」という⼦どもの声で親が連れて
きてくれている。学習⽀援と銘打っている
が、塾のように勉強だけするのではなく、楽
しめたり⼼地よく過ごせる第3の居場所となっ
ていっている。学ぶ楽しさも、がんばる満⾜
さもだんだん感じているようである。ただ
し、体調不良や保護者の仕事の都合で⽋席す
る場合もあり、平均⼈数は⽬標には達しな
かった。希望に応じて祝⽇等にも開催したこ
とで、予定実施回数は増えた。今の時点では
週⼀回に限定されているので、⽇常的に開催
できれば⾃由感もあって体調が悪くても別の
⽇にくることができるので、実施⽇数も課題
である。団体の活動に参加する⾼校⽣がお⼿
伝いしたいと学習⽀援のボランティアに⼊る
⽇もあり、⼦どもたちはお姉さん先⽣を慕っ
て喜んでいる様⼦も伺え相乗効果に繋がって
いる。

事業実施概要

新型コロナウイルス感染症の流⾏により、⽣活困窮やひとり親の⼦育て世帯において貧困による教育格差がより深刻となっている。また、昨年の⼀⻫
休校ならびに⾏事の中⽌は、基礎的学習の理解や⼼⾝の成⻑を育む体験の不⾜を招いた。⼦どもには、どんな状況にあっても平等に学びと体験の機会
が与えられ、未来への夢や希望につなげていくことが⼤切であり、⼦どもの⾝近な場所で、学びを援助する⼈と場を作らなければならない。そして、
気軽な相談の場や、地域の企業や住⺠と⼿を組んだフードロスを有効利⽤する循環システムの構築が必要であると考える。
本事業では、教育や体験の機会の格差を広げないため、⼤学⽣や元教員などを学習⽀援者として養成し、⽣活困窮やひとり親家庭の⼩中学⽣に対して
週1回の学習の場と⽉1回程度の創造活動体験の場を提供した。また、学習⽀援活動⽇には、⼦育て⽀援コーディネーターの相談窓⼝を設置し、保護者
の不安や悩みの相談を受け、必要に応じて専⾨機関に繋ぐサポートを⾏った。さらに、企業や地域の⽅の協⼒を得て、学習⽀援を利⽤している世帯を
中⼼に⾷材や⽇⽤品などを配布するフードパントリーも⾏った。

課題設定、事業設計に関する振り返り

学習⽀援者の養成は、「⼦どもの居場所」としてのまなび家運営を共通理解した上で始め、⼦どもの頑張りの⾒える化など⽉1回の会合で関わり⽅をブ
ラッシュアップするように努めた。
学習⽀援の場は、1フロアをホワイトボードで仕切った構造のため、勉強に集中できない雰囲気はあったが、みんなで勉強する楽しさを味わえるように
なるなど、⾒守ってくれる⼤⼈や友だちがいる家庭や学校以外のもう⼀つの居場所となった。
創造体験の場は、⼟⽇開催だと参加できない家庭もあり、今後の検討が必要な⾯もあるが、参加した⼦どもたちは「初めての体験」に⽣き⽣きと参加
していた。
相談事業は、当初⾝近な場所での相談窓⼝をイメージしていたが、まずは保護者が話しやすい居場所になることが重要と捉えた。そこで、フードパン
トリーが感染対策のため時間指定で少⼈数の受け取りになったため、⼀⼈ひとりとざっくばらんな話から困っていることなどを聞き出すようにした。
時間が合わない家庭には、時間外でも柔軟に対応した。継続的な物資提供のおかげで、対象家庭にはたくさんの配布物資に⼤変喜んでもらえ、狙い通
り、この場所で話ができることの安⼼にも繋がったようだった。

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

実施時期: 2021年4⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: ⾹川県
事業対象者: ひとり親家庭・⽣活困窮家庭の⼩中学⽣とその保護者

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: さぬきっずまなび家プロジェクト
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈全国コミュニティ財団協会
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈さぬきっずコムシアター



⼦ども・学
⽣

その他

ひとり親
相談先の不
⾜

ひとり親 その他

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）*

事業実施以降に⽬標とする状況
・学習⽀援者が地域に広まり、学習⽀援の居場所が市内3カ所に設置されている。
・⼦ども達が、通所当初より学ぶことに意欲を持って成績向上に実感が持てている。
・対象家庭が、⽀援の協⼒者としても動き、⽀援の輪が広がると共にピアサポート体制ができている。

⾷料品を配布し、ひとり親・⽣活困窮家庭等
の困窮状態が⼀時緩和されている。

①フードパントリー登
録（配布）数
②⾷材等の提供重量の
総和

①登録（配布）数：平
均51世帯／⽉（登録
69世帯）
②提供重量：平均432
キロ／⽉

農場からの野菜やうどん店からの提供など、
重量ある物資を多く提供してもらったことで
⽬標を⼤きく超過した。今まで関わりのな
かったコンビニや店舗との繋がりもできた
し、地域の⽅からの協⼒も沢⼭頂けるように
なった。継続的な⽀援に繋がっている。配布
世帯からは家計が助かると喜ばれており、
「スタッフと話ができることもいい」「⼦ど
もが楽しみにしてきている」などの声も頂い
た。提供物資に関して、現在JAとの協働の協
議がされている。また、外国籍の妊娠者の⽀
援のため⼦育てひろばに集う親⼦に声掛け
し、洋服やマタニティ服、ベビー⽤品などが
集まり、リユースとして活⽤できている。⼩
学⽣の洋服や制服も頂き、喜ばれた。

事業の経過・記録をまとめた報告書を⾏政や
議員に伝えることで、困窮家庭等の⼦ども⽀
援の必要性の理解を得る。

①報告書の作成
②報告会の参加⼈数

①報告書が作成されて
いる
②参加⼈数：延べ50
名

①報告書が作成されて
いる(300部)
②参加⼈数：32名

活動報告書を作成し、今後の課題や提⾔を明
⽰することができた。関わりのある⾏政担当
課から参加を得られたが、議員の参加⽬標10
名は6名に留まった。今後、参加できなかった
⽅に報告書等を届け、声を届けていく。興味
を持って頂いた議員や市の担当者が活動中に
視察に来ることもあったが、報告会に参加し
たことでより活動に理解を深められたとのこ
とである。また、この事業の必要性も市に声
かけしてくれた。報告会の時点で市も事業継
続を表明しており、今年度急遽「つながりの
場づくり緊急⽀援事業」の予算付けに繋げて
もらえた。それだけでは予算不⾜なので、⾹
川県共同募⾦助成や⼀般の資⾦に結び付けて
いる。市は来年度に向けても「つながりの場
づくり緊急⽀援事業」は幅を広げて予算化を
進めている。団体への信頼が深まりバック
アップしてくれている。

①登録（配布）数：
40世帯／⽉
②提供重量：40キロ
／⽉

困窮家庭等の⼦どもたちに多様な体験の機会
が届けられている。

創造活動体験の参加⼈
数

参加⼈数：10名／回
参加⼈数：平均6名／
回

ものづくり、アート、表現活動、プログラミ
ングなどの様々な体験プログラムを実施し
た。講師は団体の活動で繋がっている⽅や団
体役員が務め継続的活動を提供できた。様々
なカテゴリーの創造活動はどれも⼦どもたち
が⽣き⽣きと取り組んでおり「初めてやっ
た」「思うようにできた」という⼦どもが多
くわくわくとした体験に満⾜度は⾼かった。
実施⽇を⼟⽇としており親が仕事があった
り、都合がつかなかったりですべての家庭に
機会を提供できなかったのが残念であり、学
習⽀援の時間に体験を組み込むなどの実施⽇
程や⽅法の⼯夫が必要である。

困りごとを抱える保護者の不安が、相談や情
報提供を通じて軽減されている。

個別相談件数 個別相談：延べ50件 個別相談：延べ68件

相談対応は、利⽤者⽀援事業の研修受講者で
団体での相談事業を⾏っている⼦育て⽀援
コーディネーターが対応した。⼦どもの育ち
に関する相談については、発達段階をふまえ
た助⾔により、不安が軽減されている。受け
⾝の相談ではなく、積極的な声掛けをし、コ
ロナ禍による困りごとなどの聴き取りをする
ことで話しやすい機会を作り相談が増えた。
また、この活動により、団体を⾏政（丸⻲
市）が認め、若年層妊娠、外国籍シングル、
DVなどの親⼦の相談も持ち込まれ、物資提供
及び継続的な相談、⽀援を共有した。
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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）

2,000,000

実績額
2,094,182

0
2,094,182合計

104.7%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

執⾏率

フードパントリー⾹川（県社協）

⺠間企業

情報提供、物資の提供コーディネート➡情報提供や他団体との繋がりができたり、物資の提供情報をもらうことができた。

フードパントリーへの物資提供➡近隣市内外の5社から定期的に物資の提供をして頂いている

計画額
2,000,000

0

丸⻲市健康福祉部⼦育て⽀援課

NPO法⼈⼦育てネットひまわり

NPO法⼈⼦育てネットくすくす

情報提供➡丸⻲市からのちらし配布で繋がった対象者もいる。
当事者の課題共有と、協⼒⽀援体制➡⾏政に相談に来た⽅のフォロー体制ができ、継続的に状況を共有し必要な⽀援を届けている。
市外でのパントリー実施団体との情報共有、⽀援サポート➡近い地域の⽅への紹介や配布品の提供の情報を頂き、パントリーに役⽴てた。また、ゆるや
かな県内ネットワークができ、情報交換や相談できる関わりができた。
市外でのパントリー実施団体との情報共有、⽀援サポート➡近い地域の⽅への紹介。事業実施にあたっての相談等をすることができた。

連携先 実施内容・結果

補⾜説明
最終的な⼈件費等の余剰⾦をパントリー資⾦に流⽤

104.7%

⑤フードパントリー⾷材等の提供

計画通り

想定よりも多い69⼈の登録者となり、1回の配布⼈数も当初9⼈から最終には40⼈と段々と増えたため購⼊物資も多くなった。1
回に20⼈程度の予定だったが、希望者が増え続け対応していった。寄附やフードロスの物資も予定より多く寄贈してもらい、
多くの希望する⼈に⾷材等を提供できたが、寄贈だけでは不安定で需要を賄えないため⼀部購⼊で対応している。

⑥調査研究及び報告書作成、提⾔活動

計画通り

活動報告書を300部作成し、協⼒団体、個⼈、⼦育て⽀援団体、関連団体及び報告会に不参加の議員や職員等にも配布した。よ
り多くの⼈に活動を知ってもらうために報告会を開催し、リアル19名、オンライン13名の参加があった。⽬標には達しなかっ
たが、⾏政職員8名、市議会議員6名の参加があり、今後の連携や施策に向けて協議をしていくきっかけにしていく。メディア
からも2社の参加があり、テレビ放映、新聞掲載によって周知ができた。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

メディアによる周知で、地域にお住まいの⽅からの物資提供や応援メッセージを頂けたことは⼤変ありがたく、⼀⼈ひとりの当事者意識の芽⽣えや⽀援協⼒の意識醸
成に繋がっていくことができたと考える。後述するように、年度内の事業継続に丸⻲市から委託を得られたり、丸⻲市社会福祉協議会とともに⼀緒に協働できること
を検討することを始めたり、さまざまな活動団体との繋がりづくりに動き始めている。

課題を取り巻く変化

この助成⾦を得て活動ができるのが9⽉末までだったが、丸⻲市に事業の必要性を理解してもらうことで委託を得られ、2022年3⽉まで継続実施することになった。
しかし、9⽉までと同様の事業を維持するには予算が不⾜しており、規模を縮⼩をせざるを得ない現状となっている。学習⽀援に関しては祝⽇を含む毎週⽉曜⽇の開
催をやめ、実施時間も短縮する。しかし、学習⽀援者の関わりを通じて、⼦どもたちからは楽しい居場所だという声ももらっており、保護者にとっても相談しやすい
居場所にするためにも事業を継続していく必要があると考える。

③創造体験の場の提供

ほぼ計画通り

⽉1回程度の体験で5回実施し、2〜8⼈の⼦どもの参加になった。さまざまな表現活動を実施し、⼦どもの経験値をあげるとと
もに親⼦や友だちとの交流に繋がった。⼟⽇に仕事があったり、連れていくことが難しい状況だったりして参加できない家庭
があったため、⽇時の検討が必要だった。

④保護者向けの相談事業 計画通り

相談窓⼝としてコーディネーターを配置し、パントリーや学習⽀援の送迎の時にこちらからの積極的な声掛けをし、困りごと
や悩みなど聞き取った。気楽に話ができる雰囲気作りをし、おしゃべりする中で相談できる⽅法をとった為、それぞれの⽅の
状況や不安事がより多く出てきたようである。⼦どもに対することが28件と⼀番多かったが、コロナ禍での仕事のことや⽀援
のことなども23件で次に多くなっている。⾝近な場所での相談場所として効果があった。また、丸⻲市の相談窓⼝との連携に
より、リスクの⾼い親⼦の⽀援にも繋がり、共有し合いながら双⽅ができることで⽀援体制をとっている。

①学習⽀援者の養成講座

計画通り

養成講座を3回開催し、「⼦どもの居場所の役割」15⼈、「⽀援者としての在り⽅」15⼈、「まとめワーク」13⼈（元教員5
名・元公務員2名・NPO関連2名・他会社役員、会社員、塾講師、⼤学関係者、⻘年、学⽣の各1名）の参加があった。うち活動
スタッフとして9⼈が登録した。学習⽀援者のまなび家の運営に関する共通理解が深まり、活動を円滑に進めることができた。

②学習⽀援の場の提供

ほぼ計画通り

実施当初は周知も⾏き渡らず参加が少なかったが徐々に増えていき、19⼈の登録になり⼩学⽣低学年が半分を占めた。親の都
合や体調不良等のお休みもあり18⼈の定員いっぱいになる⽇は少なく平均13〜14⼈参加になった。中学⽣も募集をかけており
保護者からの参加希望はあったが、⼦ども⾃⾝が動かないとのことで参加がないままになった。⽀援者の⼯夫もあり⼦どもの
学習意欲の向上が⾒られるようになった。

考察等

⽬標達成するには実施期間が短かった。⼦どもたちが、学ぶことに意欲を持ち始め、まなび家に来ることに楽しみを感じるようになってきたが、成績向上につながっ
ているかはまだわからない。また、学習⽀援の居場所の数は増えていないが、活動を広げるために新聞やニュースなどで地域住⺠に周知でき、活動を始めようとして
いる団体も徐々に出てきており、連携を取っていきたい。
パントリー時の相談・聴き取りでは、当事者同⼠の繋がりができることを期待していたが、スタッフが⼿⼀杯の状況で当事者が参加できるシステムづくりまで⾄らな
かった。しかし、「何か⼿伝いができたら」「思いを伝える機会があれば」などの声もでてきており、当事者の⽅々が参加し、繋がりができるきっかけ作りをしてい
く。
今後はすべての⼈がより参加しやすい環境を整える必要がある。そのためには、⼦どもの学習意欲が⾼まる、⾷品等配布によって家庭が助かる、⾝近な話相⼿がい
る、⾃分⾃⾝が何か⼿伝いができると考えられるようになるなど、⽀援の場として機能していることを様々な媒体を通じてアピールし、⽀援の輪を広げていくことが
課題である。

活動 進捗 概要



Ⅹ. 広報実績 

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

特になし

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように改善されましたか。 倫理規程、経理規程が整備された。その他の規程も検討され始めた。

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）

内部監査 監事役員により上半期決算の会計監査を2021年10⽉中に実施予定

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。 はい https://sanukids.org/about/

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されています
か。

はい
理事会を隔⽉開催

2.  内部通報制度は整備されていますか。 いいえ
まだコンプライアンス整備までには⾄っておらず、今後整備していく予定であ
る。

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

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）

四国新聞（2021/6/17）、丸⻲市社会福祉協議会社協だより「かけはし」（2021/9/1）、RNC「news every」（2021/8/31）、
⽇経新聞「ビジネス⾹川」掲載予定(2021/10/7）

まなび家参加家庭募集のちらし（17,800部）

事業報告書の作成（300部）
報告会実施：NHK「ゆう6かがわ」にて放映(2021/10/8）・四国新聞掲載（2021/10/12）

募集、案内チラシに掲載

下記事業報告書に掲載




