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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

不登校

障碍者 引きこもり

求職者 就業困難

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

発達特性の強い不登校児童・⽣徒及び18~35歳の若者で社会参画⼜は就労が困難な若者

事業実施以降に⽬標とする状況
５点の⽬標がある。①不登校の児童⽣徒の安定的な居場所になる。②引きこもりだった若者5⼈が、⽴ち上げから活動できたので、さらに居場所の運営
ができるようになる。③この5⼈をモデルとして、新しく参加した受益者が⽀援される側から⽀援する側になる循環型の組織体制をに整える。④若者が
3年後には就労・社会参加などができるようになる。⑤⾏政と連携し引きこもり⽀援の委託先となる

１ 居場所としての古
⺠家の完成
２ 居場所情報のHPへ
の掲載
３ コロナ禍で引きこ
もった若者が繋がれる
こと

・引きこもりの保護者が
当事者の会に参加した⼈
数：実数12
・相談件数10
・毎⽉３〜５⼈の受益者
と⽉ごとに⽬標値を決め
て実践。受益者が安定し
た

不登校児童は毎⽉の⾃分で決めた⽬標値をクリア
でき、⾃分の居場所として定着し、安⼼感が⽣ま
れ、たまに登校もするようになる。引きこもりの
当事者会の参加者は他者に共感し、我が⼦の状態
を理解すると⼦どもたちは動き始めた。
ヒヤリングを帰る時に毎回⾏って、今⽇の感想を
聞いた。「楽しかった」と⾔う声が多かった

２ ⽀援対象の若者とオンライン
ゲームであったり、対⾯であった
り、様々な⽅法でその⼈に合わせ
た繋がり⽅ができる居場所にな
る。

・毎⽉3〜5⼈の受益
者と⼀緒にプロフラム
を考えて活動できる

４ コロナ禍でもみん
なの古⺠家は安全であ
ることをHPやzoomで
知らせて出て来れるこ
と

・受益者の若者は⼤学卒
でB型作業所に通所。若
者5⼈。
・引きこもり：専⾨学校
卒２⼈．短⼤卒１⼈．⾼
校休学3⼈、⼤学休学1
⼈

⽴ち上げの半年は毎⽉若者座談会を開きお互いを
知って、⾃分の内⾯に気づく訓練をした。毎週ス
タッフ会を開き、⾃分たちの状態と受益者の個
性・状態を知ることを学びながら⼀緒にプログラ
ムを考えた。タイムケア事業を利⽤している。
利⽤者へのスタッフの対応についてのヒヤリング
は代表がラインで聞いた。「優しい」「話を聞い
てくれた」などと⾼評価であった。

３ ⽴ち上げの若者5⼈が運営者と
なる。社会参加や就労ができるよ
うになる。

・毎⽉3〜5⼈の受益
者と⼀緒にプロフラム
を考えて活動できる

５ 企業や⾏政との連
携ができること

5⼈中2⼈が就労ができ
た。3⼈は運営スタッフ
として活躍中

企業連携2件。⾏政は福祉課の担当者と連携をと
り連携事業計画を考えている。
信濃毎⽇新聞、⻑野⽇報、市⺠新聞に開設時、味
噌作り、講演会等が掲載

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍の発達特性のある⼦ども・若者⽀援
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈⻑野県みらい基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈⼦どもサポートすわ

事業実施概要

本事業は、次の３つの⽬的を⽴てて実施した。
①１つ⽬は、古⺠家を改修し、コロナ禍での感染拡⼤防⽌に考慮した上で、地域に不登校⽀援の居場所「⼦ども・若者STEPハウス みんなの古⺠家・
岡⾕」を作ること。開所後、学校の教師、弁護⼠、友⼈などに利⽤者を紹介いただき、地域に周知することができた。利⽤者の多くは、⼩〜中学⽣の
不登校児童・⽣徒、⾼校・⼤学を休学中の⽣徒・学⽣である。利⽤者の状況は、義務教育期間の児童・⽣徒は通出記録書を学校へ提出し連携を取りな
がら⽅向性を決めて⽀援している。⾼校休学者、⼤学休学者は本⼈及び保護者との相談を中⼼に⽀援の⽅向性を決めており、グループラインでのつな
がり、調理実習、若者座談会、親の会、農作業など個々⼈に合った必要な機会を提供し、社会と繋がって⼼を開いてもらえるような⽀援を⼼がけてい
る。
②２つ⽬は、チームすわを卒業後にも活動に参画してもらえる仕組みを作り、本事業を持続可能なものとすることである。事業開始当初５⼈の若者ス
タッフで古⺠家の⽚付け・事業計画・計画実施と進めていく途上で、２⼈の若者が社会的に⾃⽴したが、合間を⾒て本事業に関わってくれている。
③３つ⽬は、専⾨学校や⼤学卒業後、社会参加できず引きこもっていた若者達の居場所とすること。３つ⽬の⽬的は、事業を進めていく中で想定より
も上の年代の若者への⽀援が必要であることがわかってきたため、追加したものである。障害者⼿帳を取得中の⼈や既に持っている若者がほとんどで
あった。中にはB型作業所に勤めながらも、孤独を感じ、話を聞いてくれる仲間を求めて参加した利⽤者もいた。コロナ禍で普段以上に外に出られな
かった若者が関わりの中で、スタッフとして働きたい気持ちが芽⽣えたことは⼤きな成果であった。

実施時期: 2020年11⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: ⻑野県
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

1 課題の設定：不登校児童の継続利⽤者が4⼈、18歳以上の若者の継続利⽤者が７⼈と、地域のニーズに答えていることから、当初の課題の設定は⼤
枠では妥当であったと考えている。
2 事業の設定：当初、想定した対象者のニーズの把握は⾏政が出来ていると思っていた。⾏政の出来ないところを私たちと連携してニーズを満たし、
引きこもりの⻑期化という深刻化した社会課題に取り組む予定であったが、⾏政は「（グレーゾーンにいる⽅々については）把握できていない」との
⼀⾔で、連携事業の⽴ち上げはできなかった。そこで私たちは市町村議員、市町村の福祉課、社会福祉協議会、⾃⽴⽀援事業者、コーディネータなど
と直接連絡を取り、⾒学・視察・懇談会を開きこの事業を理解してもらい、連携をお願いした。⾏政の紹介で繋がった家族がいて、うれしい限りであ
る。
３ 想定よりも幅広い年代の⽅々への⽀援の必要性（ニーズ）があることが事業を進めていく中でわかってきた。また、1度は来ても繋がっていかれな
い場合（特に遠距離の⼈）に、オンライン等を活⽤して継続した繋がりの構築に積極的に取り組む必要があった。
４ 地域貢献ができる組織「⾬宿りの会」作りができた。NPO法⼈⽣活⾃⽴⽀援⻘空と共同して引きこもりへの就労援助、SDGsについて取り組む基礎
ができた。さらに仲間を増やしていきたい。

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

１ コロナ禍での不登校児童⽣徒
の居場所・活動の場になる

・引きこもりの保護者
の⽅が当事者の会に参
加できるようになる。
・毎⽉3〜5⼈の受益
者と⼀緒にプロフラム
を考えて活動できる



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）

８、企業や市⺠との交流会（発達特性のある
⼦ども・若者への理解と居場所の理解のため
の交流会）

遅延あり
市⺠との交流会は９⽉の講演会開催の時に意⾒交換をした。引きこもりへの現状を初めて聞いて、理解が進んだ。バイトや就
労を⼀緒に⾒つける協⼒をしたい。などの意⾒が出た。企業への働きかけは２件のみで、スタッフや利⽤者と懇談し、理解を
⽰してくださり、仕事の斡じ旋、バイトの提供などを協⼒してくれた。

計画額
3,501,993

102,740

実績額
3,505,709

103,072

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

①想定外のアウトカム：⒈A君はチームすわ卒業後、専⾨学校に進み就職したが、数カ⽉で⾸になった。会社での⼈間関係に適応出来ずうつ病になり引
きこもっていた。この事業⽴ち上げに声をかけて超⼤量のゴミ⽚付けを毎⽇毎⽇⾏い、最後までやり切った事で⾃信がつき⾃⼰肯定感が育ちはじめ
た。資格取得に挑戦、合格し⾒事就職できた。⒉スタッフになりたい受益者が出てきたこと。
②想定外の活動：事業に農家の⽅が参画してくれ、実施場所に農園が加わった。農作業の体験は若者の⼼を癒し、ダメな⾃分から、⾊々できると思え
て⾃信につながり、⻑年苦しんだ引きこもりから脱出できた。来年以降も実施場所になる予定。
③想定外の波及効果：地域のNPO法⼈⾃⽴⽣活⽀援団体⻘空と繋がった。みんなで⽀えあっていく地域に変えていく⼀歩を踏み出すことができた。そ
の結果就労への道が開けたことと、SDGsの課題に取り組むところまで発展している。

課題を取り巻く変化

 不登校児童⽣徒と引きこもりの若者達が児童⽣徒と⼀緒に活動する中で、お互いに相⼿を思いやっていけばスムーズに⼈間関係もできることを学ん
でいる。来年は若者たちが⾃発的に⽂化祭を企画している。若者運営スタッフと引きこもり経験者は多くの若者達と繋がっていきたいと考えるように
なってきた。引きこもりだけではなく若者全体に呼びかけ「出てこれない⼈が絵、⾳楽、詩、⼿作り作品、プラモデルなど、作品で繋がれるように常
設コーナーを作りたい」との提案があったことは、⾃⽴に向けた新しい⼀歩でもある。
 以前引きこもっている若者が誰の助けも借りないで、外に出たいときに出てこられる環境は現段階ではない。本⼈と保護者との関係が悪い事例が多
いことから、保護者は相談に来るが本⼈が出てこれないし、その家庭とその地域にも当事者を受け⼊れるエネルギーがない。今後は相談の受け⼿を増
やし、相談体制の充実を図る予定である。理事を中⼼に⾏政や地域と連携し、他団体との共同事業も考えて、⾃分たちで活動資⾦を得ることも体験で
きる仕組みをつくりたい。

⾃⽴⽣活⽀援の会⻘空
アトリエシーズ

100.1%

100.1%
管理的経費 100.3%

事業費
直接事業費

3,604,733 3,608,781合計

セイムハート

引きこもりへの考え⽅の学習会・SDGʼへの取り組み。・⽣活全般や環境問題を学び実践する。就労への⾜がかりを作る。
同業者として⽀え合っていている
引きこもり本⼈とその家族を⽀える会です。⼈と⼈とを繋げる交流事業をしている。

連携先 実施内容・結果

執⾏率

７、親の会、若者の会（当事者）の開催 計画通り
毎⽉1回若者座談会・親のサロンを開催。若者座談会はファシリテーターを参加者が交代で⾏いリーダーの資質を養った。親の
会は経験者が中⼼になって、会員、参加者の相互扶助によって⽀えられている。

９、⾏政との交流・連携（連携して⽀援でき
るような仕組みを考える会議の開催）

遅延あり
諏訪市、岡⾕市、下諏訪町、茅野市、原村、冨⼠⾒町、駒ヶ根市の福祉課の担当者等に働きかけ、随時交流しているが、連携
して⽀援できるような仕組みはつくれていない。タイムケアー事業には参加できるようになった。

５、企画ミーティングの開催（活動の企画を
⾃分達で企画し運営する体制を構築する）

計画通り お互いの信頼関係ができているので、いつでも話し合える環境を整えている。

６、地域の⽀援団体と連携する仕組みを作る
ための会議の開催と実施。

計画通り
地域⽀援団体として「⾬宿りの会」を設⽴した。講演会を開催した。（地域⽀援団体：⽣活⾃⽴⽀援ワイワイ）⾬宿りの会に参加できる団
体を募集している。「⾬宿りの会」の設⽴は地域貢献をするには多くの団体が⼒を合わせたいと設⽴された。現在2団体だが広く呼びかけ
て10団体に増やしたい。全国的につながりたい。

３、スタッフ会（運営会議）、スタッフ育成
事業（⽀援の考え⽅、基本姿勢と対応。外部
講師による発達特性についての学習。事例研
究など）

計画通り
スタッフ会毎週1回。スタッフ育成講座は⽉1回。若者座談会・親のサロンは⽉1回開催。スタッフとして利⽤者への関わりを学
んだ。

４、コロナ禍を⽣き抜くための考え⽅とスキ
ルを年齢問わず⾝に付けるための研修会を対
⾯とオンライン開催。

ほぼ計画通り
対⾯では看護師の⽅を講師に清潔な環境にすること。掃除は毎⽇やること。⾃分本意ではなく、他者への配慮が⼤切であるこ
とを学んだ。オンラインはニーズがつかめなくて、できなかった。

１、⽀援する居場所を作る。（築150年の古
⺠家を改築し居⼼地の良い場所を作る。）

計画通り
居場所が完成した。サッシが⼊り、冬の寒い時期の寒さ対策と夏の蚊や⾍やハエの侵⼊を防ぐことができ、やっと⼼
地よく活動できる場所になった。

２、居場所を広報し、運営する。（チラシ作
成、活動のスケジュール発⾏（⽉1回）
ニュースの発⾏（年４回）HP作成など）

計画通り
チラシ・パンフレットを3種類作成し配布した。活動のスケジュールは⽉1回作成し利⽤者への配布、市町村、関係団体に配布
した。機関紙は1回発⾏。その他メール、SNSなどで配信した。

進捗 概要

考察等

①児童⽣徒のニーズをつかむために学校の教師との懇談、保護者との懇談を重ねた。児童⽣徒⼀⼈⼀⼈の⼼の寄り添った。②毎⽉若者座談会を開きお
互いを知り合った。毎週ミーティングを繰り返し受益者のニーズを知る努⼒を訓練した。運営スタッフとして成⻑した。③新しく参加した受益者が⽀
援する側になる⼈が出てきた。本⼈の個性を⼤切にゆっくり関わってきたら、引きこもりから脱出でき、6か⽉でスタッフになることができた。④地域
連携で⽀援団体、企業、と連携できているので可能だと思う。⑤⾏政に実績やニーズを⽰し、⽀援の委託先としてもらえるよう、引き続きタイムケ
アー事業を推進する。

活動



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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

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
R3年6⽉27⽇に監事１名による内部監査を実施した

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）

・地⽅紙：信濃毎⽇新聞、⻑野⽇報 市⺠新聞に開設の時。⾏事の開催時に掲載している。
・WEB：HP（https://wakamonostep.wixsite.com/minnanokominka）とTwitter（https://twitter.com/wakamono_step）を
活⽤している

チラシ・パンフレット・リーフレット作成  HP作成

この事業の成果をまとめて市町村に提出の予定

チラシ、パンフレット、リーフレット、HPに掲載した。

⾃由記述

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 スタッフ会や研修会や理事間では検討している。具体的な強化施策にはいたらない

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 定款により監事に権限を付与している。

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。

整備中 規程への認識不⾜があり、整備が間に合わなかった。

就業規則の⾒直しを⾏えた。
倫理規程の草案の作成

②ガバナンス・コンプライアンス体制

⼀部未公開 6⽉の総会後、7⽉末までに公開予定。

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。 いいえ 該当する事例はなかったため

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



この事業の居場所創りが、⾃費だけでは完成しなかった。休眠預⾦からの⽀援により完成できたことに⼼より感謝いたします。上⼿く⾏った点は１，受益者が途切れることなく徐々に 増えているこ
とは地域から認められつつあると思う。その理由は⽀援される側から⽀援する側になってスタッフとして⾃⽴を⽬指している良い循環ができたこと。若者が誰でも集える居場所が、若者が責任もっ
て企画運営する共有財産としての場所を⽬指しているからだと思う。２，地域連携⽀援団体「⾬宿りの会」が⽴ち上りSDGＳに繋がる学習会、活動、講演会ができたことは、地域を育てる取り組み
になり、⼦ども若者が育つ地域を視野に活動したい。今後参加団体を増やし、地域に貢献していく。休眠預⾦事業への提⾔：不登校児童⽣徒・引きこもりの若者の中に絵・⾳楽・演劇の才能に特価
して優れている若者達がいます。しかし才能を伸ばすには教材や⼈材の為のお⾦が必要です。若者個⼈の才能に貸し出せるバンクを創設して欲しいです。⽬標へのアプローチ：⼦ども・若者が主体
となって居場所の事業資⾦が⽣み出せるような仕組みを作る。就労協⼒者を増やし、⾃⽴⽣活ができるようにする. 今後の課題として活動資⾦を助成⾦に頼らなくても運営できるようにしていきた
い。それには⾏政との連携をとりながら、⽉10万円でも毎⽉運営資⾦や教育資⾦が⼊ってくる仕組みを作りたいととおもいますので、⼒を貸してください。


