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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

居場所の不
⾜

⼦ども・学
⽣

相談先の不
⾜

ひとり親
相談先の不
⾜

⼦育て中の⽚親向けの⽀援事業を、概ね⽉5回
程度を実施することで、⽇常的な⽚親の相談
と⾷事提供⽀援を図る

⽚親向け⽀援事業の実
施回数
⾷事の提供⾷数

⽚親向けに、2拠点に
て⽉5回程度の⽀援活
動を⾏い、各回10組
程度の利⽤をしてい
る。

2拠点合わせて計38回
（⽉平均4回）の⽀援
活動・⾷事提供を⾏
い、延べ250組（平均
7組）の親⼦が利⽤し
た。

毎回定員以上の参加の申し込みがあり、参加
をお断りする⽅も出ていた状況であった。ま
た、3⽉後半から4⽉にかけての宮城県独⾃の
緊急事態宣⾔の発令により⾷事配付のみでの
実施となったり定員を絞らざるを得なくなっ
たために、ニーズはあるものの⽬標値には届
かなかったと推測する。

中⾼⽣の居場所を、既存拠点と新規拠点の2か
所で開設し、相談を受け付け、また⾷事の提
供を図る拠点とする。

拠点の開設 既存拠点に加え、新規
拠点1か所（概ね週3
回以上）を開設し、相
談・⾷事提供拠点とし
て活⽤する

既存拠点（泉）と新規
拠点（⻑町）で中⾼⽣
の居場所を、平均週3
回開設し、⾷事提供・
相談を実施した。

泉区の既に活動拠点として多くの中⾼⽣が利
⽤している「のびすく泉中央」において、⾷
事の提供を⾏うことで、経済的に困難な家庭
や⼤変さを話すお⼦さんへアプローチするこ
とができた。また、太⽩区に新たにオープン
させた拠点では、家や学校から遠いなどの理
由で、泉区の施設に⾏きづらかった中⾼⽣に
多く利⽤してもらうことができた。

中⾼⽣向けの⽀援事業を、概ね⽉14回程度を
実施することで、⽇常的な中⾼⽣の相談と⾷
事提供⽀援を図る

中⾼⽣向け⽀援事業の
実施回数
⾷事の提供⾷数

中⾼⽣向けに、2拠点
にて⽉14回程度の⽀
援活動を⾏い、各回
10⼈程度の利⽤をし
ている。

2拠点合わせて計140
回（⽉平均14回）の
⽀援活動・⾷事提供を
⾏い、延べ580⼈（平
均約4⼈）の中⾼⽣が
利⽤した。

3⽉後半から4⽉にかけての宮城県独⾃の緊急
事態宣⾔の発令を受けて、予定していた回が
中⽌になったり時間を短縮しての開催となっ
た。このことと、コロナ禍で外出しづらく
なったことが利⽤者数にも表れたと思われ
る。

事業実施概要

〇⼦ども・若者の居場所開設…市内2か所（泉区、太⽩区）、居場所開放と⾷事提供（⽉合計12⽇程度）
〇相談対応コーディネーターを配置し、イベント等プログラムを実施。「⾃分の困りごと」が⾔える関係性を作り、相談対応を⾏った。また、必要に応じて保護者と
の⾯談、相談対応も⾏った。
〇居場所地域飲⾷店と提携し、⾷事のサービス。（コロナ禍へ配慮し、持ち帰り推奨）
〇連携施設同⼠の共有の時間を持ち、地域の⺠⽣主任児童委員、区保健センター、⼦ども相談⽀援センター、児童館、学校などと連携。

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の影響により⼦育て中の親の交流がなくなった「孤⽴した家庭」、また「安⼼・安全な場」が少なくなり、⽇々不安を抱える⼦どもたちに向け
て、楽しく、安全・安⼼な場所や必要なサービスを計画・実施してきた。本事業の実施を通して、⼦育て中の親や中⾼⽣が感じている課題やニーズの把握が進み、課
題の設定が実態に即していることを確信することができた。
利⽤者からも「コロナ禍でさまざまな場所が閉鎖や縮⼩されてしまって、このような居場所やサービスがあってよかった」という声が多く聞かれるなど、事業の必要
性は⾼いと思われる。
本事業では、中⾼⽣及び⼦育て中の親を対象にした居場所の運営・⾷事⽀援を計画・実施した。3⽉から4⽉にかけて宮城県独⾃の緊急事態宣⾔が発令されたことに
より、⼀部中⽌・縮⼩したプログラムもあったものの、おおむね予定通り実施でき、⽬標を達成した項⽬も多く出てきた。ただ、中⾼⽣の居場所「kurutoながまち」
事業に関しては、コロナ禍の中で外部とのやりとりを制限されることが多く、中学校や⾼校に赴いて直接説明する機会が設けれらなかったことにより中⾼⽣への周知
がなかなか進まず利⽤も想定より少なくなった。しかし、その分利⽤した中⾼⽣とはコミュニケーションを深くとることで、複数回利⽤する利⽤者が増えたことは成
果だと感じている。今後はさらなる広報の⼯夫などを通してこの場を必要としているであろう中⾼⽣に情報が届けられ、利⽤してもらえるような取り組んでいきた
い。

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: 社会的孤⽴状態にある家庭、⼦ども、学⽣等

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍により孤⽴化する⼦どもへの⽀援
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: ⼀般社団法⼈マザー・ウイング

2021年8⽉15⽇



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）*

Ⅴ．活動

・⼦育て中の⽚親向けの相談＆⾷事提
供：仙台市泉区・太⽩区内の拠点におい
て、⽉計8回（平⽇⽇中の2〜3時間程
度、休⽇は10時から5時間程度）の活動
を⾏い、また1回あたり10⾷程度の⾷事
を提供する。（⾷事は地域の⾷堂等から
調達する）

ほぼ計画通り

○「くるとこ⻑町」は11⽉から⽉2〜3回、計25回開催し、延べ計160組の親⼦（計523名）が参加した。また、平均して約20⾷
の⾷事を提供した。
○「くるとこ泉」は12⽉から⽉1〜2回、計13回開催し、延べ90組の親⼦（計222名）が参加した。また、平均して約20⾷の⾷
事を提供した。

・中⾼⽣向けの相談＆⾷事提供：仙台市
泉区・太⽩区内の拠点において、⽉計
12回（平⽇16時から3時間程度、休⽇は
10時から7時間程度）の活動を⾏い、ま
た1回あたり20⾷程度の⾷事を提供す
る。（⾷事は地域の⾷堂等から調達す
る）

ほぼ計画通り

○「kurutoながまち」は10⽉から週3回（⽉曜・⽔曜の16時〜19時、⼟曜or⽇曜の10時〜18時）開催⽇を設け、プレオープン期
間も含めて計117回開催。延べ201名（中学⽣117名、⾼校⽣84名）が参加した。また、1回あたり5〜10⾷の⾷事の提供を⾏っ
た。
○「kurutoいずみ」では12⽉下旬より週1〜2回、昼から午後にかけて中⾼⽣を対象に⾷事の提供を⾏った。計23回開催し、延
べ379名（中学⽣215名、⾼校⽣164名）が参加した。

・広報：SNSと連動した告知カード
（2,000枚）＋チラシのデザイン（⼤⼈
むけ）＋SNSを⾏う。

計画通り

○告知カードをA6とカードサイズの2種類を14,000枚作成し、仙台市太⽩区内中学校、仙台市内⾼等学校、その他関係機関に配
布し、事業の周知を⾏った。
○「kuruto通信」を⽉1回発⾏し（11⽉〜）、開催⽇の告知やイベントのお知らせ・報告、居場所の様⼦の紹介などを⾏った。
○おやこひろば「くるとこ」の開催告知チラシを⽉1回発⾏し（⻑町：11⽉〜、泉：12⽉〜）、開催⽇の告知や様⼦の紹介など
を⾏った。
○ＳＮＳによる発信
 ●kurutoながまち
  ・Instagram（アカウント名＝Kuruto（クルト）ながまち）※2020年11⽉4⽇開設
  ・twitter（アカウント名＝Kurutoクルトながまち）※2020年11⽉4⽇開設
  ・Facebookページ（アカウント名＝Kuruto-くると-ながまち）※2020年11⽉3⽇開設
 ●くるとこ⻑町・泉
  ・Instagram（アカウント名＝親⼦ひろば“くるとこ”）※2020年11⽉9⽇開設

・2拠点体制の構築：既存拠点に加え、
仙台市太⽩区内に新規に拠点を開設す
る。

計画通り
○仙台市太⽩区⻑町（JR⻑町駅前）に新たに拠点「kurutoながまち」を開設。10⽉からのプレオープン期間を経て、11⽉8⽇に
正式オープンし、現在に⾄るまで拠点として活⽤している。

考察等

中⾼⽣向け事業「kurutoながまち・いずみ」に関しては、⼈数こそ⽬標には達しなかったものの、利⽤した中⾼⽣から「ここだとのびのび過ごせる」「友達やスタッ
フとおしゃべりしたり遊んだりするのが楽しい」との声が多くあった。特に、複数回の利⽤があった中⾼⽣とスタッフとがコミュニケーションをとる中で、⼼を開い
て⾃分のことを話す様⼦が⾒られた。また、何らかの課題（親の不在、兄弟が多いなど）を抱えているであろう中⾼⽣に関しては、配慮した声掛けやアクションを⾏
うことができた。発達障がいのある⼦どもの保護者の⽅からは「学校では馴染めず、専⾨の機関に相談するほど発達が遅れているわけではないので、このような場所
が必要だと感じている」という声もいただいた。
○⼦育て中の親向け事業「くるとこ⻑町・泉」では、主にひとり親（シングルママ）、多胎児、きょうだいが多い家庭などの参加があり、実施を通して常に定員を超
えてお断りをしなければならないほどニーズのあることが分かった。利⽤者からは、「安⼼して過ごせる」「⼈との関わりが減っていたので貴重な時間だった」「不
安なことを話せてよかった」などの声があった。また助成期間中、県独⾃の緊急事態宣⾔が発令された際には⾷事の配付のみの実施となったが、⾷事だけでなくその
際に短い時間ながらお話しできて良かったとの声もあり、本事業の必要性を再確認できた。
また、相談に関しては仙台市⼦育てふれあいプラザ泉中央・⻑町南などの利⽤者⽀援事業NoKoCoとも連携しながら進めることができた。

活動 進捗 概要

相談受付回数「孤⽴した家庭」「閉そく感を持つ」⼦ど
も・若者が相談ができ、必要な資源・地域へ
繋がる

⽉10件程度の相談利
⽤＝およそ100件の相
談を受ける

事業実施以降に⽬標とする状況

仙台市内2か所において、「孤⽴した家庭」「閉そく感を抱えた⼦どもたち」のニーズをつかみ、⾷事の提供、安全・安⼼に⾃分の気持ちが吐き出せる場を提供す
る。今後も⾏政と連携しながら継続的に事業を実施していく。【太⽩区⻑町地区】孤⽴した状態にある中⾼⽣⽉100⼈程度、乳幼児の孤⽴した親⼦（ひとり親、多胎
児、しょうがい児、転勤等）⽉10名程度が気持ちを話せ、相談ができるようになる。必要に応じて専⾨機関につなぐことで、孤⽴した状態や困りごとの解消を⽬指
す。【泉区中央地区】孤⽴した状態にある中⾼⽣⽉30⼈程度、乳幼児の孤⽴した親⼦（ひとり親、多胎児、しょうがい児、転勤等）⽉７名程度が気持ちを話せ、相
談ができるようになる。必要に応じて専⾨機関につなぐことで、孤⽴した状態や困りごとの解消を⽬指す。

中⾼⽣や保護者、関係
者などから延べ50件
（⽉平均5件）の相談
を受けた。

kurutoながまちでは、きちんと時間を取って
の相談は少なかったものの、スタッフとのコ
ミュニケーションが深まるにつれて⾃分のこ
とを少しずつ開⽰していく⼦どもが出てき
て、そこから家庭環境や学校に通学すること
への不安などを傾聴するとともに、内容に
よってはともに対応策を考えることができ
た。児童養護施設から⾥親に引き取られたお
⼦さんが複数名利⽤があり、毎回の送迎の度
に、保護者や関係者からの相談も多く寄せら
れた。発達⽀援が必要なお⼦さんもおり、発
達⽀援相談機関やフリースクール、⾏政相談
機関と連携することができた。また、kuruto
いずみでの⾷事配付では、「弟と妹の分もも
らえますか？」という中学⽣がいたなど、配
付を通して抱える状況が分かったこともあ
り、その後の相談や⽀援に繋ぐことができ
た。乳幼児家庭からの相談も多く、地域⼦育
て⽀援拠点相談員に来所を促し繋がった例も
あった。



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

100.2%

100.2%
管理的経費 100.3%

事業費
直接事業費

執⾏率

仙台市南部発達相談⽀援センター「アーチル」
仙台市⼦育てふれあいプラザ⻑町南

利⽤している⾼校⽣のkurutoながまちへの受け⼊れ。
くるとこ⻑町開催⽇に相談スタッフの派遣。広報協⼒。

計画額
5,728,000
672,000
6,400,000

実績額
5,740,049
674,230
6,414,279合計

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

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
JANPIAの窓⼝を利⽤

仙台市⼦供相談⽀援センター
NPO法⼈⼦どもの村東北
仙台市太⽩図書館

kurutoながまち利⽤の⾼校⽣に関する情報共有。
居住している中学⽣のkurutoながまちへの受け⼊れ。その後、この中学⽣はたびたびkurutoを利⽤している。
団体貸し出しなどでの連携の相談があった（実施は今後）、広報カードの設置、配布協⼒。

連携先 実施内容・結果

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）

○東北放送ラジオ『en Voyage（エン・ボヤージュ）』（kuruto担当スタッフが出演）2021年1⽉15⽇放送
○河北新報『受験⽣の不安 寄り添う』（kuruto⼤学⽣スタッフへのインタビュー記事）2021年1⽉25⽇掲載
○河北新報『ほっと息抜く場に コロナ禍の中⾼⽣へ 仙台の社団法⼈ ⻑町に「居場所」』2021年2⽉1⽇掲載
○河北新報⼣刊「志⺠の輪・とびらを開く」『地域と学⽣ら⽀えに 中⾼⽣の居場所kurutoながまち』2021年2⽉8⽇掲載
○地域情報誌「⻑町・ゆとり〜と」『コロナ疲れにホッと⼀息 親⼦ひろばくるとこながまち』2021年6⽉30⽇発⾏

○告知カード：（A6、カードサイズの2種類）14,000枚発⾏
○「kuruto通信」：⽉1回発⾏（11⽉〜）A4／A5裏表、各⽉1,500枚発⾏
○おやこひろば「くるとこ⻑町」「くるとこ泉」告知チラシ：
 ⽉1回発⾏（⻑町：11⽉〜、泉：12⽉〜）A4／A5裏表、各⽉400枚発⾏

○なし

○購⼊物品に貼付した。また、「kurutoながまち」の⼊り⼝ドアに表⽰した。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

「kuruto」の活動が地元新聞に掲載されたことをきっかけに、利⽤に関してさまざまな問い合わせがあり、これら多様なニーズへの対応を模索してきた。「不登校気
味の⼩学⽣の娘を⾏かせることができないか？」という保護者からの相談をきっかけにスタッフで検討し、3⽉から「⼩学⽣タイム」を実施している。⽉1〜2回、⼩
学5・6年⽣を対象に計7回実施し、延べ29⼈の⼩学⽣が参加した。また、児童養護施設や施設から⼦どもを引き取った⾥親の⽅、仙台市南部発達相談⽀援センターか
らも中⾼⽣の受け⼊れの依頼があり、それぞれ利⽤が始まっていて、中には常連になった⼦供もいる。
また、近隣にある仙台市太⽩図書館から団体貸し出しなどを通した連携の申し出があったり、仙台市太⽩区⻑をはじめ多くの⽅が「kurutoながまち」「くるとこ⻑
町」の視察・⾒学に来るなど関⼼を持っていただけた。

課題を取り巻く変化

事業実施により、「孤⽴した家庭」「閉そく感を抱えた⼦どもたち」が持っている課題やニーズの把握が進み、より実態に即した対応や外部機関との連携ができるよ
うになってきている。実際、利⽤者からの評価は⾼く、必要性は⾼いと思われる。ただ、特に中⾼⽣の居場所「kurutoながまち」事業においては、居場所を利⽤して
ほしい中⾼⽣への周知が途上であると考えられることから、広報の⼯夫などを通してこの場を必要としているであろう中⾼⽣に情報が届けられ、利⽤してもらえるよ
うな取り組んでいきたい。
また、本事業は新型コロナウイルスが終息していない現在の社会情勢を鑑みても必要不可⽋なものであることから、助成期間終了後も事業を継続していきたいと考え
ている。そのためには、事業運営の基盤を現状以上に整えていく必要があると考える。

・太⽩区内の拠点において、相談⽀援体
制として、経験を積んだ職員と有償学⽣
ボランティア2⼈＋無償⼤⼈ボランティ
アの計4〜5⼈体制で⾏う。

計画通り

○「kurutoながまち」では。おおむね職員1〜2名、学⽣スタッフ1〜3名、計3〜5名の体制で中⾼⽣に対応することができた。
また、将棋指導のボランティアの申し出があるなど、必要に応じて⼤⼈ボランティアに関わってもらうことができた。
○「くるとこ⻑町」ではおやこひろばやランチ配付会開催時に、職員2〜3名と、託児ボランティア数名の体制で実施し、⺟親
にほっとする時間を提供することができた。



Ⅻ. その他

⾃由記述

この度の助成⾦を通じて、コロナ禍の中で登校ができなくなったり、家計を圧迫されている層への⽀援に着⼿することができた。特に弁当の配布事業については、法⼈としても初めての試みであり、どのよ
うな反応と効果があるのかと考えていたが、乳幼児親⼦からは「１⾷だけでも家族全員が予算を気にすることなく⾷事ができることが、本当に気持ちの安定に繋がった」という声が多く聞かれた。家の中で
孤⽴していると気持ちも沈みがちになり、感染を恐れて外出ができなくなっている⼦どもや保護者が多いということも知ることができた。「ここなら安⼼できるかもしれない」と感じ、誰かと繋がることが
⽀援の⼤きな効果を出していると実感した。また、周辺施設や店舗、⾏政との連携がスムーズに⾏き、周知活動を広く⾏うことができた。「そのような場所が必要ですよね」と⾔ってくださるかたも多く、
継続実施のための⼿ごたえを感じている。今後は、助成⾦に頼るだけではなく、⾏政へのアプローチを⾏い、継続して場を提供できるよう働きかけていきたい。

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。
規程類はあったが、より詳細に団体としても必要な規定を整備することができた。特に団体の基盤組織強化につな
がった。

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）

外部監査
中鉢会計事務所による会計監査、法⼈監事による監査を2021年5⽉に⾏った。2021年度
についても同じく実施予定。


