
様式3

⼊⼒数 主 19 字 副 13 字

⼊⼒数 0 字

-

〜

上記以外
その他の解決すべき社会の課題

実施時期 2020年 10⽉ 2020年 9⽉
事業
対象地域

全国

特定地域 （  千葉県  ）

事業対象者：
（事業で直接介
⼊する対象者
と、その他最終
受益者を含む）

貧困世帯
事業
対象者⼈
数

SDGsとの関連

1) ⼦ども及び若者の⽀援に係る活動

①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える⼦どもの⽀援

②⽇常⽣活や成⻑に困難を抱える⼦どもと若者の育成⽀援

③社会的課題の解決を担う若者の能⼒開発⽀援

120世帯

ゴール

_1.貧困をなくそう
_4.質の⾼い教育をみんなに
_5.ジェンダー平等を実現しよう

2) ⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営む上での困難を有する者の⽀援
に係る活動

④働くことが困難な⼈への⽀援

⑤社会的孤⽴や差別の解消に向けた⽀援

3) 地域社会における活⼒の低下その他の社会的に困難な状況
に直⾯している地域の⽀援に係る活動

⑥地域の働く場づくりの⽀援

⑦安⼼・安全に暮らせるコミュニティづくりへの⽀援

優先的に解決すべき社会の諸課題

領域

  新型コロナウイルス対応緊急⽀援助成
事業計画（実⾏団体）

事業名(主) 地域と連携した貧困脱却のための⾃⽴⽀援

事業名(副)
※任意

⾒えない壁を打ち壊すために

実⾏団体名 特定⾮営利活動法⼈ ⼦どもの環境を守る会Jワールド

資⾦分配団体名 公益財団法⼈ ちばのWA地域づくり基⾦

分野



Ⅰ.団体の社会的役割 Ⅱ.事業の背景・社会課題

(1)申請団体の⽬的

(2)申請団体の概要・事業内容等

⼊⼒数 (1) 171 字 (2) 189 字 ⼊⼒数 772 字

Ⅲ.事業内容

⼊⼒数 289 字

⼊⼒数 176 字

2020年10⽉ - 2021年9⽉

実績と経験を活かし、コロナ禍で特に⽀援が必要な貧困家庭に主体的にアウトリーチする。新松⼾地区の学校や主任児童委員との連携で貧困世帯の実態を具体的に把握し、そこに直接的なアプローチ
を⾏う。そして、親の⽣活や育児・精神的不安の相談センターを開設するとともに、当法⼈事業（⼤家族体験や異年齢交流）と総合連携し、学習・運動・⾷⽣活も含めた基本的な⽣活習慣の習得の⽀
援を通じて⼦どもの⾃⽴に向けた⽣きる⼒を養う居場所づくりを⾏い、要⽀援者が相談センターにつながる仕組みを確⽴し、貧困世帯の負の連鎖からの脱却を図る。あわあせて松⼾市内の⼦ども⾷堂
と総合連携し、セーフティネットの強化を図る。

(4)活動 時期
①センターの開設と運営に関する活動

・センター業務を開始し、⽀援家庭の相談を⾏う（センター利⽤・オンライン・⺟体事業や公的サービスとの連携） 2020年11⽉

(3)今回の事業実施で達成される状態（アウトプット） 実施・到達状況の⽬安とする指標 把握⽅法

1.当相談センターが⽀援対象家庭の必要⽀援を把握して
いる
2-1.当法⼈が相談センターを開設し、事業対象者への相
談業務を実施する
2-2 当相談センターが事業対象者、地域の関連団体に認
知される活動をする
2-3 要⽀援者が関連団体から相談センターへと案内され
る。
3-1.地域住⺠による相談業務、居場所作りのボランティ
ア活動が⾏われ、要⽀援家庭と地域の⼈たちとの交流が
⾏われている。
3-2. 地域住⺠が相談業務、居場所作りボランティアに参
加している
3-3. 地域住⺠ボランティアと相談センター利⽤者の間で
⾃然なコミュニケーションが⾏われている。
4.利⽤世帯の⼦どもと親が相談センターでの交流によっ
て安⼼できる状態が確保される。

1.学校・主任児童委員への聞取りによ
り把握した事業対象の世帯数
2-1.要⽀援者の相談センターの利⽤回
数
2-2. 事業対象者、及び地域の関連団体
への当相談センターのチラシの配布枚
数
2-3. 関連団体から相談センターへの要
⽀援者についての情報共有の回数
3-1.地域住⺠の相談業務、居場所作り
ボランティアへの参加回数
3-2. 地域住⺠の相談業務、居場所作り
ボランティア参加⼈数
3-3. 地域住⺠ボランティアと相談セン
ター利⽤者との関係
4.利⽤世帯の⼦どもと親の、相談セン
ターのスタッフ、ボランティアへの会
話の様⼦。

1.⽀援対象者の家庭状況のヒアリング
2-1.要⽀援者の相談センターの利⽤回
数のカウント
2-2. 事業対象者が通う近隣⼩中学
校、及び地域の関連団体への当相談
センターのチラシの配布枚数のカウ
ント
2-3. 関連団体から相談センターへの
要⽀援者について情報共有の回数の
カウント
3-1.地域住⺠の相談業務、居場所作り
ボランティア実施回数のカウント
3-2.地域住⺠の相談業務、居場所作り
ボランティア参加者⼈数のカウント
3-3. 地域住⺠ボランティアへの聞き
取り
4.相談センタースタッフ、ボランティ
アへの聞き取り

1.当相談センターが事業対象120世帯の
半数(60世帯)以上で⽀援内容の実態を
把握している。
2-1.相談センター利⽤者が⽉平均10世
帯以上
2-2. 事業対象者が通う近隣⼩中学校の
全⽣徒、及び地域の関連団体へ当相談
センターのチラシが配布されている。
2-3. 関連団体から相談センターへ⽉平
均5回以上の情報共有がなされている。
3-1.地域住⺠が毎週1回以上の相談業
務、居場所作りボランティアを実施
3-2. 地域住⺠の毎⽉5名以上の相談業
務、居場所作りボランティア参加
3-3. 利⽤者とボランティアが名前を呼
び合える
4.利⽤世帯の半数以上が相談センター
スタッフ、ボランティアに⾃発的に話
しかけている。

1. 2021年7⽉
2-1.2021年9⽉
2-2.2021年9⽉
2-3.2021年9⽉
3-1. 2021年5⽉
3-2. 2021年7⽉
3-3. 2021年7⽉
4. 2021年9⽉

(2)事業実施後（1年後）以降に⽬標とする状態
I）主任児童委員や学校と連携して、⽀援対象者である、貧困世帯が必要とする⽀援内容が把握できている II)当事業が地域に認知され、要⽀援者が相談センターへと案内される仕組み作りができて
いる III）地域住⺠と触れ合う機会が増え、⼦ども同⼠の交流を通じて助け合える関係・居場所ができている IV)要⽀援者が相談センターを利⽤し、⽀援家庭の⽣活状況が改善する

⽬標値/⽬標状態 ⽬標達成時期

・松⼾市商⼯会協⼒のもと、相談センターの広報活動（地元企業・⼩児科医療機関・⾷宅配業者・地域情報通信関係）を⾏い、⽀援寄付⾦を募る。

・⽀援対象者への相談センター(アパートを賃借)の開設準備と、当法⼈でのサポートスタッフの選定を⾏う。 2020年10⽉ - 12⽉

(1)事業の概要

新型コロナウイルス感染症により深刻化した社会課題
⼀⼈ひとりの⼦ども達が、尊く素晴らしい可能性を持っている。当法⼈は、⼦ども達が⾃分⾃⾝
を喜び、将来を喜び、希望に満ちて、素晴らしい⽇本の将来を切り開いていけるように、⼦ども
達の健全な成⻑を願っている。

そのために、乳幼児期から思春期までの⼦どもが安⼼して成⻑できる健全で明るい環境や居場所
づくりを通しての⼦育て⽀援、街づくりを⽬指している。

⽇本では、およそ7⼈に1⼈の⼦どもが貧困状態にある。貧困世帯は、特にひとり親家庭に多く、
仕事と⼦育ての両⽴が難しいことに加え、80%以上が⺟⼦家庭で⾮正規雇⽤者が多く、平均収⼊
は⽗⼦家庭の半分に満たない。コロナ禍の影響による⾮正規雇⽤者の雇い⽌めが状況を悪化させ
ている。また、コロナ⾃粛期間に⼊り、家庭内暴⼒の相談件数も増加したが、経済圧迫による焦
燥や、ひとり親家庭という孤⽴を感じやすい環境が主な要因である。当法⼈の松⼾市からの委託
事業「⻘少年会館居場所作り」では、コロナ⾃粛明けの事業再開時に、近隣学校⻑らが要⽀援と
考えている貧困世帯の⼩・中学⽣の利⽤が急増し、コロナ禍が貧困世帯に⼤きな影響を与えてい
ることを実感した。

貧困の家庭・格差は連鎖する傾向にあるが、この負のスパイラルを脱却するには、親の安定就業
や抱えている悩みを解消するとともに、⼦どもが⾃⽴に向けた基本的な⽣活習慣を獲得すること
が重要となる。しかし、貧困家庭は偏⾒や差別の対象となりやすく、地域から孤⽴しやすい⽴場
にあり、周囲の⼈々に助けを求めにくい。新松⼾地区でも、貧困世帯の親がうつ病で就業困難な
事例も⾒られ、コロナ禍の今、緊急の⽀援が必要であると強く感じている。

以上から、貧困世帯の実態把握を⾏って、親に対しては必要に応じた家庭の悩み相談を始めとし
た⼼的ケアを⾏うとともに、公的⽀援にも連携できる窓⼝が必要である。⼀⽅、⼦ども達には安
⼼できる居場所づくりに加え、基本的な⽣活習慣を獲得して貧困の連鎖を断ち切るための⾃⽴に
向けた⽀援が必要である。さらに、地域からの孤⽴を取り除くために、地域の⼈々と⾃然な形で
交流でき、お互いの⼼的な距離を縮めることができる機会の提供が必要である。新松⼾地区には
このような⽀援を⾏う事業や団体がないため、上記の実施が強く要望される。

⼦ども達が健全に成⻑できる環境づくりという観点から、親⼦参加型の⼦育てセミナー、リト
ミック事業を⾏い、中⾼⽣が安⼼して過ごせる居場所作りや、⾏政と連携して近隣⼩中学校のひ
とり親世帯、貧困家庭への学習⽀援事業、さらに⼀⼈ひとりが⾼価で尊いという理念のもと、お
互いを⼤切にできるようにボランティア事業を展開している。さらに、学校とも連携してキャリ
ア形成授業や道徳授業を⾏なっている。



Ⅳ.事業実施体制

Ⅴ.関連する主な実績

・新松⼾地区の学校の全⽣徒に対し、センター開設・相談受付の案内をすると共に、主任児童委員を通じて、要⽀援家庭の⽣活状況の聞き取りを実施
し、⽀援家庭の状況把握・具体的⽀援内容を検討する。

2期間で実施
2020年11⽉ - 2021年1⽉
2021年4⽉ - 6⽉

(1)メンバー構成と各メンバーの役割
・相談窓⼝コーディネータ(相談業務、学校・主任児童員との連携、情報共有)…当法⼈スタッフ1名
・学習⽀援コーディネータ、およびオンラインサポーター…当法⼈スタッフ1名
・地域ボランティア(学習⽀援、オンラインサポート)…既存事業4名、新規参加者10名

・松⼾市役所委託事業…⼦どもの学習⽀援事業、キャリア形成事業、⼩中⾼⽣居場所作り事業
・法政⼤学⼤学院 ⽯⼭恒貴教授…「地域とゆるく繋がろうーサードプレイスと関係⼈⼝の時代ー」(静岡出版)、ゼミ夏合宿で本申請に関する議論を実施(2020/08/22開催)
・「ゴミ拾い」「東松島復興⽀援」「学習⽀援事業新松⼾COLORSの運営補助」「おやこDE広場旭町」等のボランティア活動を通じて地域との連携を図り、当事業主催のボラインティア活動を通
し、地域の⼦どもたちが健全に成⻑できる機会を提供している…第７回ボランティア証明書授与式 2019年9⽉8⽇（衆議院議員・松⼾市教育⻑・松⼾市副市⻑、松⼾市社会福祉協議会会⻑出席）
・聖⼼⼥⼦⼤学 加藤洋⼦准教授、秋草学園短期⼤学 志濃原亜美准教授…地域における家族を⽀える居場所の研究のため、「いつでも誰でも来ることができる、家族体験できる居場所」をすでに実
現している当法⼈事業の⽀援スタイルを取材し、児童虐待をテーマにした学会(第21回 ISPCAN ⼦ども虐待防⽌世界会議@カナダ, 2016年8⽉28-31⽇)などで研究内容を発表。

①本申請事業について、コロナウイルス感染症に係る助成⾦や寄付等を受け活動を実施している(予定も含む） 有 無
有の場合
その詳細

②本申請事業について、国⼜は地⽅公共団体から補助⾦⼜は貸付⾦（ふるさと納税を財源とする資⾦提供を含む）
を受けていない

無 ※有の場合、選定の対象外となります（公募要領：助成⽅針参照）

 (2)申請事業に関連する調査研究、連携の実績

(3)想定されるリスクと管理体制

・駐⾞場でのキャンピングカー利⽤の安全性確保には、協⼒関係にある教会の駐⾞場の⼗分なスペースを賃借し、ボランティアによる監視を実施する。
・対象世帯の個⼈情報が漏洩するリスクが考えられるが、既存の松⼾市委託の学習⽀援事業のコーディネータを配置し、ノウハウを活⽤して強固な管理を⾏う
とともに、オンラインサポーターがシステム⾯での信頼性・安全性確保のための対策を講じて実施する。
・⾵評などの被害を受けた場合、相談窓⼝コーディネータより、⾏政や学校を通じて事実に基づく情報配布を⾏う。また、情報の積極的な公開を常時⾏う。
・新たな感染症の拡⼤により、センターにおける活動が困難な場合、⾷事の個別配布やオンラインを利⽤した⽀援をするとともに、すでに繋がりのある「貧
困・居場所作りを研究テーマとする教員」と議論して、最適な⽅法を選定して実施する。
・要⽀援者が住居緊急退去や飢餓に陥る状況の場合には、松⼾市内の⼦ども⾷堂をはじめとした各機関と連携して、スピーディーな状況改善、解決を図る。

  (1)休眠預⾦以外の助成・補助⾦活⽤の有無

 コロナウイルス感染症に係る事業

・学校の⻑期休み期間に、キャンピングカーを利⽤して、旅⾏体験や被災地ボランティア体験を実施する。 2021年3⽉、7-8⽉

(2)他団体との連携体制

・近隣⼩学校、中学校…地域での出前授業、キャリア⽀援事業を通じて、すでに学校⻑との関係構築がなされており、当申請に関する構想も連携済み。
・近隣⼤学…当法⼈の活動を研究対象とする教員から、⽀援活動の助⾔を受けている。教員の推薦で、学⽣が当法⼈ボランティアに参加する関係も構築済み。
・⾏政…当法⼈の活動として「松⼾市役所 ⼦ども⽀援・⽣活⽀援関連からの委託事業」を⾏っており、信頼関係を構築済み。コロナ⾃粛期間に、新松⼾地区
主任児童委員、⺠⽣委員と連携し、被⽀援者である⺟⼦家庭、⽣活保護世帯に積極的に個別訪問して⾷品配布を⾏うとともに⼼的ケアを⾏った。
・その他団体との情報共有、および連携…松⼾市社会福祉協議会、新松⼾地区主任児童委員、⺠⽣委員、松⼾市内の⼦ども⾷堂、地域包括センター、教育委員
会、認定NPO法⼈ 外国⼈の⼦どものための勉強会、県会議員、市議会議員、⼤学教員

・新規ボランティアによるサポートを開始し、駐⾞場でキャンピングカーの設備を利⽤した居場所づくりをし、利⽤者との交流を開始する。 2021年1⽉

・ボランティア以外の地域住⺠を交えた⾷事会や対⾯、オンライン交流会などを開催する。 2021年2⽉以降、⽉2回以上実施

・相談家庭の⽣活状況改善、⾃⽴に向けた意欲の改善、向上に関する利⽤者へのアンケートを実施し、効果を評価する。 2021年3⽉、6⽉、9⽉の3回実施

・要⽀援者、ボランティア参加者へのアンケートを実施して、交流状況を正確に把握し、⽀援を統⼀させる。 2021年3⽉、6⽉、9⽉の3回実施

②関係機関との連携に関する活動

2020年10⽉ - 2021年9⽉・センターの開設を、対象⼩中学校、⾏政、社会福祉協議会、周辺⼤学の教員へ連絡してミーティングを実施し、連携体制を整える。松⼾市内の⼦ども
⾷堂とも作成するチラシなどを活⽤して、情報交換を⾏う。

・地域ボランティアの新規募集を開始し⼈材選定を⾏う。⽀援⽬標の⼀致を⽬指すため、サポートマニュアルをもとに研修を⾏う。 2020年11⽉ - 12⽉


