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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 その他

その他
居場所の不
⾜

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 千葉県
事業対象者: 貧困世帯

課題設定、事業設計に関する振り返り

全体を振り返ると、保護者の⽣活や育児・精神的不安の相談センターを開設し、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⼰肯定感の向上と⾃⽴に向けた⽣きる⼒を養う居場所づくりを⾏った。相談センター（リバちぃ）を居場所として
利⽤する⼦ども達が増え、⼦ども達はスタッフやボランティアと交流をしていく中で⾃⼰肯定感が⾼まってきていると感じる。⽀援対象になる学校や連携団体へチラ
シを配布したが、リバちぃが利⽤者や連携団体と⼦どもの居場所や相談センターとして認知され、利⽤者が増えていくまでに数か⽉を要した。コロナ禍により、学校
が⺠⽣委員、主任児童委員との連絡会が開けない状態となっているために要⽀援世帯のニーズの把握が難しいためで、このことが事業を進める中でわかった。そのた
め、松⼾市役所や教育研究所と密に連携し、利⽤者の連携、⽀援ニーズの把握を進めた。新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う緊急事態宣⾔やまん延防⽌等重点措置
が繰り返し取られ、相談センターの開所時間などに制限をかけつつも利⽤者数は上昇し、最終的には⽬標に近い、あるいは⽬標を超えた利⽤者数、相談件数を達成し
た。予想以上に各家庭の状況や⼦どもの状態が複雑で個別対応を要することが分かり、相談センターの場所やスタッフ・ボランティアのスキルでは対応しきれなく
なっており、今後の課題になっている。

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

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

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

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 地域と連携した貧困脱却のための⾃⽴⽀援事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ ちばのWA地域づくり基⾦
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

事業実施概要

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。

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。

・学校・主任児童委員
への聞き取り: 2世帯
・学童からの情報連
携: 1世帯 ※上記と重
複
・市役所からの連携・
聞き取り: 6世帯
・利⽤者からの相談:6
世帯

(①事業実施者②連携不⾜)学校・主任児童委
員への聞き取りにより、2世帯の要⽀援者の必
要⽀援を把握できた。このことにより、利⽤
者の精神⾯での課題や家庭での様⼦を把握し
て⽀援を⾏えた。⽬標値に⼤きく届かなかっ
たのは、コロナ禍で学校が部外者を受け⼊れ
られない状態で、⺠⽣委員、主任児童委員と
の連絡会が⾏われなかったためである。この
ことにより、彼らが受け取れる情報が⼤きく
不⾜していた。そこで、学童や市役所などと
密に連携することにより、必要⽀援の把握に
努めた。しかし、彼らは学校のように全⽣徒
の様⼦を把握しているわけではないので、⼤
幅に⽬標に届かなかったと考えている。

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

要⽀援者の相談セン
ターの利⽤回数

相談センター利⽤者が
⽉平均10世帯以上

⽉平均4.7世帯
最⼤は8⽉で9世帯

(①課題を抱えた家庭)⽬標値の半分を達成し
たが、部分的に⾒ると、概ね達成できた期間
もあった。学校、各連携団体へチラシを配布
して周知を図ったが、利⽤者が最初の3ケ⽉間
は⽉平均2世帯だった。活動が市役所、教育委
員会へ周知されて連携される利⽤者が増加し
たこともあり、8⽉には9世帯まで増加した。
ただし、⻑期休みは限られたスペースで個別
⽀援が難しく、これ以上増えると対応しきれ
ないという課題がある。
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その他 その他

その他
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Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

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

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

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。

⼩学校
 1⽉ 6校 2980枚
 7⽉ 10校 5129枚
中学校
 1⽉ 7校 3301枚
 7⽉ 8校 3566枚
市役所・連携団体
1600枚

(①事業者②認知されているか不明)新松⼾地
区の全⼩中学校を含んだ近隣学校、⾏政、関
連団体へチラシを配布することができた。し
かし、利⽤世帯が当初⽬標の120世帯に届か
なかった。これは、チラシを受け取ったが認
知に⾄らなかったか、チラシを受け取ったが
当センターを利⽤する、という⾏動に⾄らな
かったと考えられるが、要⽀援家庭がそれほ
ど多くない可能性も考えられる。実態の把握
について、他団体などに網羅的に聞き取りを
⾏う必要があると考えられる。

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

地域住⺠の相談業務、
居場所作りボランティ
ア参加⼈数

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

⽉平均11名 (①利⽤者)⽬標を遥かに上回る⼈数のボラン
ティアに参加してもらえた。特に⻑期休みは
主婦や学⽣の⽅の参加⼈数が増えた。

事業実施以降に⽬標とする状況

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

考察等

I), II)について、市内の全⼩中学校へのチラシ配布を通じた、潜在的な利⽤者への発信を⾏った。これにより、要⽀援家庭からの⼀定の認知は得られたと考えられる
が、当団体の利⽤という直接のアクションにはほとんど繋がらなかった。この原因として、学校でのチラシ配布は要⽀援家庭の親への周知には必ずしも直結しないこ
とが挙げられる。受け取ったチラシを家庭で共有するとは限らず、別途、親からの当団体の認知を⾼める取り組みを検討する必要がある。あるいは、⼦どもたち⾃ら
が当団体の利⽤に関⼼を持ってもらうために、学校での取り組み紹介等、実際の活動イメージをつかんでもらう取り組みも検討する必要がある。
III)について、1年間の活動期間において16名の利⽤者の⼦どもたちが参加しているが、⼦どもたち同⼠の交流を促進する前に、それぞれの⼦どもたちの⾃⽴を促す段
階が必要であることが判明した。当初、⼦どもたち同⼠の交流を通じて、相⼿を思いやる気持ちやお互いを尊重する情緒を育むことを活動の趣旨としていたが、実際
は参加する⼦どもたちが⾃信を取り戻す、あるいは⼈間関係の中で⾃分⾃⾝が尊重されていると実感できることが必要だと分かった。以来、指導計画を設定の上、⼦
どもたちそれぞれの⾃⼰肯定感の回復度合いを確認した。今後も指導計画を基に、⾃⼰肯定感の回復の段階と⼦どもたち同⼠の交流を段階別に実施していくことを検
討している。
IV)について、市役所、教育委員会による活動周知により相談センターの利⽤が増えたことから、今後も親に向けた活動の発信が効果的だと考えている。しかし、相
談センターの利⽤が今後も増加すれば、対応しきれない可能性があるため、相談対応の体系化を検討する必要がある。

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。

地域住⺠ボランティア
と相談センター利⽤者
との関係

利⽤者とボランティア
が名前を呼び合える

精神疾患傾向にある利
⽤者を除いては、初対
⾯時から利⽤者とボラ
ンティアが名前を呼び
合っている。

(①利⽤者、ボランティア②特になし)⽬標は
概ね達成。⼀⼈ひとりが⾼価で尊いという理
念を徹底してボランティアに⼊ってもらうこ
とで、偏⾒なく、⼤切に利⽤者に接すること
で、利⽤者も安⼼できると考えている。ま
た、よい雰囲気が作られることで、初対⾯の
ボランティアの⽅にも利⽤者が名前を呼びや
すいと考えている。

利⽤者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。

利⽤者世帯の⼦どもと
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。

利⽤者世帯の半数以上
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。

全ての利⽤者が⾃発的
に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スタッフ、ボランティア②特になし)⽬標
は達成し、スタッフ、ボランティアが利⽤者
に積極的に話しかけることで、利⽤者も安⼼
して話しかけることができる雰囲気が作られ
ている。また、スタッフ、ボランティアと利
⽤者の間で問題が⽣じた場合にも、対⽴する
のではなく、問題を機会と捉え、利⽤者を理
解しようと努めたことで、⾃発的に⼦どもか
ら家庭の様⼦を話してくれたり、親御さんも
今まで話していなかった悩みを話せる信頼が
築かれたと考えている。

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。

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

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

週平均13回 (①利⽤者)⽬標に対して週平均13回と⽬標を
遥かに上回る回数を達成した。同じ時間帯に
ボランティア参加者が複数⼈いてもらえた
り、⻑い開所時間をシフトを細かく決めて
⼊ってもらったりしたことによる。⼀⽅で、
同じ時間帯に多数のボランティアがいると、
居場所でのソーシャルディスタンスを保てな
くなり、⼀定数以上は増やすことができな
い。

要⽀援者が関連団体から相談センターへと案
内される。

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

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。

⽉平均6回 (①要⽀援者②信頼関係の構築に時間がかか
る)⽬標は概ね達成し、⽉平均6回と⽬標を超
える情報共有回数となったが、開所から数ヶ
⽉の間は、他団体への認知が乏しく、連絡が
ほぼなかった。リバちぃが認知され始め、他
団体からの情報連携が増えたが、認知と信頼
関係の構築にまた数ヶ⽉程度かかった。



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

進捗 概要

要⽀援者、ボランティア参加者の交流状
況を正確に把握し、⽀援を統⼀させる。 ほぼ計画通り

⽀援者、ボランティアへのアンケートは実施できていないが、各家庭に必要な⽀援内容を統⼀させるためにボランティアス
タッフが活動を⽇々記録したり、コミュニケーションツール（Slack）に⽇々の出来事を投稿して共有している。また、⽬標と
⽀援の⼟台を毎回のミーティングで確認している。

近隣の各機関に対するセンター開設の周
知と連携体制の整備や情報交換。

ほぼ計画通り

松⼾市内の⼩中学校、⾏政、社会福祉協議会、周辺⼤学の教員へ相談センターの開設の案内を⾏い、2021年1⽉の開設前にオー
プンイベントを開いて趣旨説明会を⾏った。連携団体とは定期的にミーティングを実施し、連携体制を整えてきている。松⼾
市内の⼦ども⾷堂の会に参加し他のグループと情報交換を⾏ってきている。

松⼾市の学校に対してセンター開設の案
内と⽀援家庭の状況把握や具体的な⽀援
内容の検討

ほぼ計画通り
新松⼾地区の⼩学校・中学校の全⽣徒に対し、センター開設・相談受付のパンフレットを配布した。また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した。

利⽤者へのアンケートを実施し、効果を
評価する。

計画通り

相談家庭の⽣活状況、⾃⽴に向けた意欲、向上に関するアンケートを作成し、利⽤開始時に実施している。しかし、利⽤者の
多くが⼦どもたちで、⼝頭で確認しながらでなければ回答ができないことが多く、時間がかかりすぎて⽀援が滞ると判断し、
スタッフの主観で改善の度合いを評価するように⽅針を変更した。

松⼾市教育委員会

NPO法⼈ ねばぁらんど

ネグレクトなどの深刻な家庭の情報共有してもらったり、関わる⼦どもたちへ家事体験としての調理体験の提供を⾏った。これにより、信頼関係が構築
され、より密な情報連携に繋がったり、新規利⽤者の連携に繋がった。

不登校気味の⽣徒を当相談センターへ連携してもらった。その結果、⾃⼰肯定感が⾼まり、昼夜逆転の⽣活が改善されたり、他者との関係が改善し、学
校に登校できるようになった。

学童保育を開設しており、当事業の紹介を⾏ったところ、親御さんへチラシなどを配っていただけることになり、利⽤へ繋がった。

連携先 実施内容・結果

近隣⼩中学校
当相談センターの内容をチラシなどを通して理解していただき、不登校の⽣徒が当相談センターを利⽤した際に、出席として⽇数をカウントするケース
があった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・当初⾃⼰肯定感の回復が必要だった⼦どもたちが、学校の友達を連れて居場所スペースに参加してくれたことである。活動の趣旨は、⾃⼰肯定感の回復が必要な⼦
どもたちへのサポートではあるが、参加してくれた⼦どもたちが進んで友達を居場所スペースに連れてきてくれたことで、単に「⽀援が必要な⼦どもが集まる場所」
ではなく、「地域の⼈々がお互いに⽀えあう場所」である意識が醸成されていることを発⾒した。
・松⼾市役所⼦ども家庭相談課が調理体験の場として、当相談センターを利⽤し始めたこと。要⽀援者の家庭での調理体験を検討していたが、コロナ禍のため、家庭
での滞在時間が制限されるため、第三者機関である、当相談センターが選ばれ、コロナ禍での⼦どもたちへの体験的⽀援を促進する働きを果たした。
・遠⽅の学⽣ボランティアが頻度⾼く、⽀援に来るようになったこと。リバちぃでの⼦どもたちの情緒や精神⾯を含んだ全⼈格的回復の様⼦を体験した遠⽅学⽣が、
緊急事態宣⾔下であっても、平時の公共交通機関の利⽤を控えたり、ラッシュ時の電⾞利⽤を回避して、県をまたいで週1回のペースでボランティアに来るように
なったこと。

課題を取り巻く変化

新型コロナウイルスの感染拡⼤により、緊急事態宣⾔や蔓延防⽌措置が開設当初から継続しており、新松⼾地区にある⻘少年会館を利⽤する⼦どもたちの⼈数は依然
として多く、⻑期休みでは特に増加した。このことから、⼦どもたちが安⼼できる居場所が慢性的に不⾜しているということが定性的に感じ取れた。また、感染拡⼤
の防⽌措置による店舗の営業時間短縮に伴い、就労時間が短縮されて、経済的にも苦しくなったと訴える親御さんが増加したように感じられる。しかし、そのような
ことを直接的な理由とする利⽤者はいなかった。これは、事業対象者が孤⽴し、学校を通じて配布したチラシが⼿元に届いても、利⽤するという⾏動を起こせなかっ
た可能性が考えられる。または、⻑時間家庭で親⼦で過ごす中で、潜在的な課題が浮き彫りとなり、利⽤に⾄ったと考えられる。この切り分けのためには、市役所や
教育委員会と連携して、家庭へアウトリーチし、家庭の様⼦を把握する必要があると考える。

⼀⽅で、当事業の利⽤者を分析すると、いろいろな⽀援機関が存在するが、⼩学⽣での勉強の遅れを取り戻す場であったり、学童卒業後の受け⽫が新松⼾地区周辺に
は少なく、⽀援の狭間が⽣じていることがわかった。⼦育てにおける⾃⽴⽀援のニーズが存在するにもかかわらず、⼦どもの⾃⽴⽀援に取り組んでいる団体が松⼾市
周辺ではあまり⾒受けられない。この課題を解決するには、当事業のノウハウや成果を発信し、⾏政や、関連団体がこのような⽀援の必要性を認知して、事業展開で
きるようにする必要があると考える。

松⼾市⼦ども家庭相談課

学校の⻑期休み期間に、キャンピング
カーで旅⾏体験や被災地ボランティア体
験を実施する

遅延あり
コロナ禍の⾃粛体制や⼈⼿・資⾦不⾜のため、⽇帰りのお出かけはできているが旅⾏やボランティア体験など⼤きなお出かけ
は実施できていない。

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 計画通り

キッチンなどの設備付きのキャンピングカーを購⼊し、相談センターがあるアパートの隣の駐⾞場に置き、⼦ども達の居場所
やお出かけ体験として利⽤を開始した。

センター業務を開始し、⽀援家庭の相談
を⾏う ほぼ計画通り

相談センターを2021年1⽉に開設した。週４⽇⼦ども達の居場所や親御さんの相談センターとして開放している。⼦ども達の利
⽤は増えてきているが、親御さんの相談や⽀援が予想よりも少なかった。

地域ボランティアを募集する。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。

ほぼ計画通り

⽀援内容や利⽤者の背景が単純でないことから、地域から広くボランティアを集めるのではなく、当法⼈が関わっている⾃⼰
肯定感とコミュニケーションの研修を実施した⼤学⽣にボランティアとして参加してもらっている。対応が各家庭で異なりマ
ニュアル化は難しいため、⼟台となる研修だけ実施し、ボランティアが何度かスタッフと⼀緒にシフトに⼊って実習するよう
に⽅針を転換した。

⽀援対象者への相談センターの開設準備
とサポートスタッフの選定 ほぼ計画通り

⼦ども達の居場所と親御さんの相談センターを開くため当法⼈近隣のアパートの⼀部屋を借りた。また⼦どもや親御
さんを⽀援するスタッフと広報活動をするスタッフを当法⼈の中から選んだ。

相談センターの広報活動を⾏い⽀援寄付
⾦を募る

遅延あり

ちいき新聞に相談センターを紹介する記事の掲載を依頼した。また、法⼈のニュースレターを通して相談センターの紹介や寄
付⾦の募集を⾏った。松⼾市内の地元企業やはじめ⼩児科医療機関への広報活動・⽀援寄付⾦を募る予定だったが、直接アプ
ローチができていない。これは、企業として⽀援する枠がなかったり、当事業として企業が受け⼊れやすい成果を出すまでに
時間を要しており、寄付を募るのが難しいと判断したためである。そこで、アプローチ対象を変更し、⻑期にわたって⽀援し
てもらうために、相談センター近隣地区での個⼈事業主や商店との関係づくりを進め、⽀援の内容を理解してもらったり、知
名度をあげることを主⽬的として進めた。2021年9⽉からは作成した事業紹介パンフレットを⽤いるなどして、企業へのアプ
ローチを始めている。

活動



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

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

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。

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

執⾏率

まつど⼦ども⾷堂の会

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

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

外部監査: 税理⼠による確認を受けた。
内部監査: 団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた

100.1%

100.1%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

11,706,924 11,720,136合計

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）

地域新聞(2021年8⽉20⽇号) 事業案内を1⾯に掲載
当団体ホームページ: https://kosodate-hiroba.com/liberchi/

当事業説明会チラシ(1000部)
活動案内チラシ (6500部, 9000部)
のぼり 1枚
⽀援者向けパンフレット(500部)

特になし

上記、ホームページ、チラシ、のぼり、パンフレット、及び相談センター、バスコンに貼付するステッカー

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

当初、情報連携のみを想定していたが、事業の周知活動の中で、⾃⽴のための調理体験の場所という当事業の趣旨を理解していただけ、松⼾市内の⼦ど
も⾷堂⼀覧に登録していただいたり、⾷材を提供いただくなど、積極的に⽀援いただける関係を構築できた。

計画額
11,706,924

0

実績額
11,720,136

0



Ⅻ. その他

⾃由記述

本助成⾦を通して、当団体として、⼤きく新しい事業を展開する機会を得ることができた。これまで、松⼾市からの委託事業が⼤半を占めていたが、今回初めてアウトリーチを主体とした独⾃事業を展開す
ることができ、当団体として⽀援の新しい可能性を⾒出すことができた。


