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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

子ども・学生
相談先の不

足

子ども・学生 就業困難

子ども・学生
相談先の不

足

子ども・学生
事業実施上

の困難

子ども・学生
相談先の不

足

子ども・学生
食料関連の

不足

子ども・学生
相談先の不

足

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

・相談事業の実施を通じて、社会的な孤立、経済的に困窮している学生自身が、気軽に不安や困りごとについての相談、或いはSOSを出せるようになる。

・学生等の困窮状況が相談事業の記録などを通じて社会化されることで、実態と支援の必要性等が明らかになる。

・学生を支援する大学やNPO、企業とのネットワークが生まれ、継続的な支援体制構築がされている。

考察等

・気軽に不安や困り事の相談が来始めたのは6月以降。活動が認知されてきたこと、サポーターの学生たちの能力が向上してきたこと、そしてなにより接触回数が増えたことで、安

心して相談ができるようになってきた。しかし、大多数の学生はSOSを出すことができていない。

・アンケート結果をマスコミ発表したことにより、支援者が集まるようになった。また、政府も若者の社会的孤立をクローズアップし、いくつかの施策を準備している。しかし、当事者で

ある学生までには届ききっていないと考える。

・学生や若者を支援するNPOとのネットワークはできつつある。ただ、個別の情報交換であり、会議体的なものへの移行はこれから行っていく予定。

食糧支援を4回開催し、食料支援を必要とする学

生等に配布を行う。

食糧支援会の実施回

数、配布人数

4回程度の開催、1回50

人程度の配布

合計20回、55名の配付

食料支援のニーズは想定よりは少なかった。困

窮度が高い世帯はフードバンクでカバーされてい

るようであり、カジュアルに支援を求める若者が

多かった。

ウェブサイトの開設、並びに更新を通じて、若者

向け支援に関する情報を掲載・拡散し、若者の相

談を集める。
ウェブサイトの開設、更

新回数

サイト1個の開設、5回

の更新

公式サイトを開設、更新

は25回。Twitterやイン

スト等も開設。

公式サイトやFacebookページは社会人からの連

絡が多く、若者の反応はインスタ・Twitterがほと

んどであった。

若者からの相談受付を図り、孤立しかかってい

る、困窮している若者に対する相談対応をし、必

要な支援とつなげる

相談受付件数 月30件程度の1次相談

の受付、個別対応約

90％程度に提供

合計115件の1次相談受

付（食料受取のぞく）。

個別対応100％

食料支援対象者をのぞくと、困窮度が明確に高

い若者は数名。相談者のほとんどが交流機会が

減ったことによる情報不足や友人が増えない事

への不安の訴えだった。

若者支援ネットワークの設立を通じて、相談内容

によってはケースの紹介、状況の共有を図る

ネットワークの登録団体

数、定例会議の開催回

数

NPO5－6団体の登録、

並びに3つ程度の大学

の参加、月次の定例会

を計6回程度の開催

ネットワークとしては立

ち上がらず。連携NPO

は5、大学は3、個別の

情報交換は合計8回開

催。

困難なケース共有は3件。1件はDV関連、2件は

食料支援。宮城県の自死予防連絡会との合流を

目指したが、県担当者の異動で期間内に実施出

来ず。

研修やフォローミーティ

ングの開催回数、講師

の依頼回数数、稼働日

数

ピアサポーターのサポート体制・研修の機会を通

じて、ピアサポーターの負担を軽減し、相談事業

の質を向上する

月6時間程度の開催、

並びに月2回程度の研

修の実施、講師依頼50

回

研修は合計28回。その

うち4回は対外向けイベ

ントも兼ねて実施。

ピアサポーター育成と考えて研修をスタートした

が、登録者の実態に合わせサポーター自身のセ

ルフケアを充実させるところに注力した。

相談事業として大学生等によるピアサポーター10

人程度の配置をして、週3～4回、1回5時間程度

の開設をする

ピアサポーターの登録

者数、開設回数等

登録者10人～15人の登

録、週3～4回、1回5時

間程度の稼働
登録者15名、週4日開

設。1回4時間で運営。

「学生や若者を支援したい」という学生には、自身

が支えられたい気持ちがある若者もいた。相談の

前提となる仲間づくりが進んだ。

収入が減った若者に対し、ピアサポーターとして

の稼働時間に応じて、収入の機会を提供する

ピアサポーターの有償

稼働時間数

登録者10人に、月40時

間程度の稼働を、9カ月

間提供

登録者15名に、月20〜

50時間程度の稼働を9ヶ

月間提供

収入の機会があることで安心して活動に取り組め

る環境が整備出来た。

事業実施概要

バイトの減少などで収入が減った学生等を雇用し、学生や若者向けのピアサポーターとして育成。彼ら自身のネットワークや我々の学生団
体や大学とのつながりを活用すると共に、若者にリーチするメディアを構築、これまで相談できずに困っている学生や若者が気軽に相談でき
る体制を整備した。なお、育成は専門的なNPOなどと連携して実施。
また、アウトリーチのフックとして食糧支援もあわせて行った。若者からの相談内容に合わせて、専門的な支援機関や窓口に繋ぎ、状況の改
善を支援した。
社会課題の共有と、支援体制の強化のため関連機関との連携を推進すべく働きかけを行った。
また、学生・若者に対してはアルバイトや有給のインターンシップを紹介し、収入の確保も促した。

課題設定、事業設計に関する振り返り

バイトの減少などで収入が減った、確保出来ない学生等を雇用する仕組みにしたことで、スムーズにピア・サポーター候補者（最終的には15
名）が集まった。これは当初の目論見通りだったが、ピア・サポーターに参加した若者の大部分が孤立状態だったため、学生自身のネット
ワークが使えなかった。また、学生団体も課外活動で制限されていたこともあり、学生向けにリーチすることが難しかった。事業期間が延びた
こと、専門的なNPOなどと連携した育成体制を構築できたことによりピア・サポーターが成長し、現時点では若者にリーチするメディア（総フォ
ロワー数650人超）として育ちつつある。また、相談出来ずに困っている学生や若者が「気軽に」相談できる体制の整備は一定程度できた。若
者の悩みや状況に合わせて、専門的な支援機関や窓口につなぐ体制はできたが、そもそも利用する若者が少なかった。最後に、アルバイト
や有給のインターンの紹介は必要としている若者にピンポイントで紹介を行い、収入の確保に繋げることができた。

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: 2020年10月～2021年7月
事業対象地域: 宮城県

事業対象者:

・コロナ禍で大学生活に不安を抱えている学生（相談対応）

・コロナ禍で生活に不安を抱えている若者（相談対応）

・コロナ禍で仕事や収入を失った学生（ピアサポーターや事務局スタッフと

して雇用）

・有給のインターンやアルバイトを提供する企業経営者

事業完了報告書 （実行団体）

事業名: 若者・学生の社会的孤立防止プロジェクト
資金分配団体名: 公益財団法人地域創造基金さなぶり
実行団体名: 一般社団法人ワカツク

2021年8月16日



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）

100.7%

100.4%

管理的経費 103.3%
事業費

直接事業費

執行率

一社）パーソナルサポートセンター・NPO法人キミノトナリ

宮城学院女子大学、東北大学、東北学院大学

困難を抱える若者のケース共有

学生募集の協力、学生向け予防的取り組みについての意見交換を実施

計画額

8,041,019

1,008,000

9,049,019

実績額

8,075,414

1,040,818

9,116,232合計

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

若者の社会的孤立をアンケート調査をし、記者発表をしたところ、県内すべてのメディアに取り上げてもらうなど、社会的関心の高まりを感じている。企業や社会人側からのサポー

トの申し出も増えた。具体的には、キャリアカウンセラーの有志が手弁当に近い形で若者向けのキャリアカウンセリングに参画してくれた。また、大学関係者からも「連携したい」との

申し出もあった。実数で企業5社、社会人有志約20人が何らかの形で関わってくれた。しかし、それに相反する形で、学生や若者側がヘルプをだしずらい状況は深まっていると感じ

ている。定量的な調査ではないが、来訪者や相談者から「報道に取り上げられている人ほど困っていないので助けを求めて良いのか不安だった」「私よりも困っている人がいるは

ずなのでその人に回して欲しい」等の言葉があり、課題が社会化したことで、予防的取り組みにアプローチしてこない若者が増えているのかも知れない。これは若者の社会的孤立

だけでなく、他の社会課題でも似たような構図(分断）になっている。だからこそ、予防的な取り組みが必要だと考えている事業者や大学関係者との連携がはじまっている。

課題を取り巻く変化

開始当初、ピア・サポーターに登録した学生たちは、収入だけは無く、サポーター同士が仲間となり、やっと同年代の友人を獲得することが出来た。その後、自らの力で新たにアル

バイトをはじめた若者もおり、彼ら自身の自立を支援出来たと考える。若者の社会的孤立については、社会的な課題として認知されはじめている。しかし、それが当事者である若者

が声を上げやすい環境につながっているとは必ずしも言えない。経済的、もしくは精神的な困窮に至るまでにはいくつかの段階があり、今回の取り組みで狙っていた社会的孤立に

陥る前の段階に対する予防的取り組みを効果的に行うためには、大学等の学校との連携が必要である。別で行っている大学生の自死予防の取り組みでつながった大学と連携を

進め、学生向けのセルフケアの講座を学内で行える体制をつくっていく。また、本プロジェクトで有償で参画した学生のうち8割程度がボランティアとして活動を継続することを表明し

ており、彼らが立ち上げた学生支援団体「はぐね」と連携する形で、今後も食料支援や居場所の提供を通じた予防的取り組みを継続していく。

認定NPO法人Switch

フードバンク仙台

認定NPO法人D×P

ピア・サポーターの育成およびスーパーバイズでピア・サポーター育成カリキュラムを作成。困難を抱える若者のケース共有

食料支援の協力、困難を抱える若者のケース共有

LINE相談の連携、困難を抱える若者のケース共有

連携先 実施内容・結果

【食料支援】

対象：食料支援を必要としている学生・若者

を対象に食料支援、1回50人程度

形態：配布会を4回実施、2カ月に1回程度

の開催として、相談活動の広報・関心提起

として行う。

ほぼ計画通り

1回辺り50名程度に大量に配布する想定だったが、状況の変化に合わせ、1回辺り5名程度で回数を増やして対応した。その結果、継続的

に支援を受ける若者から信頼してもらい、相談対応につながることにつながった。

【若者支援ネットワーク】

支援想定側のネットワークとして支援関係

のNPO等5－6つの団体＋3つの大学を予

定

活動内容：実務的な情報提供と個別連携

の入り口として行い、定例会合を月1回程度

の開催をする他、個別連携調整は随時行う 遅延あり

ネットワークとしては立ち上がらなかった。個別に連携を取っているNPOが5つ。大学は3つである。別で行っている宮城県からの受託事業

である大学生の自死予防ネットワークの会議体と連携して立ち上げていく予定だったが、県担当者の異動で期間中に実施出来なかった。

実務的には困難なケースの共有や、食料支援での協力体制構築は進んでいる。

【広報】

事業の周知：大学の電子掲示板等での周

知＋オンラインSNS等で拡散／ランディング

ページ1件、Lineやグーグル等の情報受付

事項の蓄積とケース管理の仕組みづくり

ほぼ計画通り

WEBサイトおよびランディングページの開設、各種SNSでの情報発信、LINEでの相談窓口の設置、Googleドライブを活用した情報蓄積、そ

して、Slackを活用した情報共有やディスカッションの場の設定が実現出来た。また、当初予定には無かったが、新入生に向けたWEB上の

小冊子を作成し、新入生等に配布を行った。しかし、大学の電子掲示板や学内LANでの広報については、交渉をしたものの大学公式的な

ものでは無いためほとんど実現出来なかった。

【ピア・サポーター】

オンライン等で相談を聞き、受付記録をつけ

るピア・サポーター事業に関する広報、個

別相談の受付、情報提供、実態把握の基

本的な調査（履歴管理）

現役大学生：有償10人、無償で稼働可能

な若者がいる場合は追加5人。

稼働：約40時間／月（時給千円）

相談対応等（30時間）、スーパーバイズ、

共有の時間、研修等、サポーターが支援を

受ける時間（10時間）

ほぼ計画通り

ピア・サポーターの育成に時間がかかったものの、最終的には15名の大学生が登録し個別相談や食料支援等の業務に従事した。学生

の状況に合わせ月に20〜50時間程度活動に従事し、そのうちの月に8〜10時間は研修や共有の時間に充てられた。当初、無償で稼働

可能な若者がいる場合は迎え入れる予定だったが、有償メンバーと無償メンバーが混在することに対する不安がピア・サポーター内であ

り、補助期間中は有償メンバーのみで構成することとなった。

【学生相談】

稼働日数：期間中の平均、週3～4日・14時

～19時程度、相談窓口を開設する

実施体制：上記の稼働日に、学生1～2人

程度が感染予防に配慮した拠点での活動

も想定＋大人がいる環境を準備する予定

計画通り

期間中、平日週3日15時〜19時と土曜午後13時〜17時を相談窓口としてフリースペースおよびオンラインを活用して実施した。各回ともピ

ア・サポーター2〜3名、ワカツクやボランティアの大人がいる状況で運営を行った。

活動 進捗 概要



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

自由記述

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。

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 監査役の社外役員および顧問会計士による監査を行う。

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。 いいえ 提供されたフォーマットをもちいて9月までに整備を終了する見込み。

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。 いいえ

理事会構成メンバーが一堂に会せず、個別に事業説明や質疑応答をする形で実施して

いた。現在、理事メンバーを刷新し、理事会機能を10月までに再起動する予定。同時

に、現在社員が2名しかいない状態のため、社員の増強も半年をかけて行う予定。

2.  内部通報制度は整備されていますか。 いいえ

未整備。さなぶりより提供されたフォーマットをもちいて9月までに整備を終了する見込み。

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

補足説明

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

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）

12月23日に県政記者クラブでコロナ禍における若者の実態調査を記者発表。その後、在仙メディアのほとんどに取り上げてもらった。テレ

ビは全メディア、新聞も河北新報や全国紙の県内面で取り上げられた。その後も継続的に何度か取り上げてもらい、5月31日にはNHKの

全国ニュース「おはよう日本」にて活動内容が報道された。

公式WEBサイト、メルマガなどの登録用ランディングページ、大学新入生向けキャンパスライフ応援小冊子（WEB掲載）、フリースペース案

内用横断幕

クラウドファンディング支援者向け3月末締めの簡易報告書を作成

WEBサイトや小冊子に掲載


