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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

学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

⾷料関連の
不⾜

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

居場所の不
⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

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

課題設定、事業設計に関する振り返り

・全国的に新型コロナウイルスの感染拡⼤がすすむなかで、富⼠⾒町を含む諏訪地域もかなりの感染拡⼤があり、⾏政や地域の⾃治会⼦供向けイベントがほぼすべて
中⽌になり、⼦ども達の楽しみや居場所が急激に減少した。また、経済活動の縮⼩により、経済的に困窮する家庭も増えていった。
・このような中、感染対策を講じながら、放課後のこどもたちの居場所づくりを継続的に⾏うこと（感染状況が深刻な状況になった際には⼀時的に閉鎖するなど臨機
応変の対応をしながら）、また、町内３カ所程度に出張して、密にならない形でお弁当を配⾷するイベントを継続することにより、⼦ども達を孤⽴させることなく、
地域の多世代の貴重な居場所を提供することができ、⺠間ならでは創意⼯夫で⼦ども達の閉塞感の払拭や孤⽴を防ぐことができた。
また、フードドライブや制服、学⽤品等のリユース、リサイクル事業など感染下でもできることをコツコツ積み上げることができた。時宜に応じた課題設定、事業設
計ができたと考えている。

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

１‐①居場所/学習⽀
援拠点 カフェ＆ス
ペース「⾶⾏船」の開
所回数

１‐①居場所オープン
回数（週２〜３回、計
100回）
・居場所によって利⽤
者に起きた変化を知
り、会員で共有する

11⽉から10⽉まで週4
⽇程度開催（7⽉後半
から9⽉までお休み）

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⾷・学びの⼦どもの温かい居場所づくり
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こどもの未来をかんがえる会

事業実施概要

新型コロナウイルスの感染拡⼤をうけ、閉鎖されることもある学校⽣活や社会⽣活を経験した⼦どもたちに学校や図書館以外の居場所を提供するためカフェ&スペー
ス⾶⾏船を運営する。中⾼⽣も活⽤しているJR信濃駅前に放課後の⼦どもた地の居場所・学習拠点をオープンする。
居場所に学習ボランティアを配置し、学習⽀援が必要な⼦どもに対して⽀援をできるようにする。地域の他団体と交流し、⼦どもたちに多様な学びや交流ができる場
所を提供できるように、団体間の連携を促進する。配⾷イベントを出張型の配⾷形式に変更する。リユースの仕組みづくりをして保護者との繋がりを深め⼦どもたち
に必要な物も提供できるようにする。

⼦ども、若者（乳幼児、⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣等）、特に⺟⼦家庭等の⽣活困窮世帯

2021年11⽉14⽇

１．新型コロナウイルスによる⽣活環境の変
化でストレスがたまりがちの⼦どもたちや、
⽣活困窮が深刻化する家庭に対し、次の仕組
みを作り提供する。
 ①学校と家庭以外の居場所と学習ができる
  機会
 ②安全安⼼な⾷
 ③必要な学⽤品などのリユース

事業実施以降に⽬標とする状況

・⼦どもたちが居場所として利⽤でき、地域の⼈々と交流し、悩み事等も相談できる地域の温かい多世代の居場所としてカフェ＆スペース「⾶⾏船」を定着させる。
・学習ボランティアや他団体との連携体制を構築し、学習⽀援以外の多様な学びと交流ができる。⼦どもたち⾃⾝の⼼や⽣活の潤いとなる場所の運営を継続して⾏
う。
・⼦どもたちに学習の場に限らず、⾷事や⽣活、勉強に必要な物・機会等が提供できる。

考察等

・毎回20名程度の⼦ども達が⾃然と集まるようになり、また皆が快適に過ごすことができるよう⼦ども達とルール決めを⾏うことで、楽しく、安全に過ごすことの
できる居場所として定着するとともに、⼦ども達にとって必要不可⽋な居場所となった。 活動を継続することで悩み事も相談する⼦どもも出てくるなど、⼦ども達
との信頼関係の構築もできてきた。
・1年間活動を継続する中で、学習ボランティアの体制を強化することができ、また町、社会福祉協議会、学校、他のこども⽀援団体とも情報交換、意⾒交換の場を
設けることで、連携関係を構築することができた。
・配⾷イベントや居場所内にリユースの拠点を設けることで、⼦ども達に学習の場だけでなく、⼀⾷事や⽣活、勉強に必要な物・機会を⼀定程度提供することができ
た。

・近隣で活動する団体に本居場所について周
知し、協⼒できる環境を整える。

認知度の状態 ⾒学等、来訪者の状況

マスコミでの報道、
町、社会福祉協議会等
近隣団体の訪問を受け
ている。

約1年間活動を継続することにより、近隣する
団体等の認知度は上がってきている。今後は
活動⾯での連携を深めることが必要。

富⼠⾒・諏訪地域における新型コロナウイル
スの感染拡⼤に伴い、居場所を閉鎖せざる得
ない期間があったが、全体としては継続的に
開催し、⼦ども達にとってなくてはならない
居場所として定着させることができた。⼦ど
もが居場所を魅⼒的にするための⼦どもの⾃
主的な活動もあり、当初の⽬的を達成するこ
とができた。

１‐②⾷事等の提供を
受けた⼦どもの数（延
べ数）と背景

１‐②⾷事提供を⾏っ
た参加者数（⽉１回、
計12回・延べ200⼈）
と⾷事提供を⾏ったこ
との効果・変化

毎回の居場所で軽⾷配
布に変更。
配⾷イベント計5回開
催計312⼈参加

⾷事を提供することにより、閉じこもりがち
な⼦ども達に外出機会を与え、屋外で感染対
策をしながらこどもや⼤⼈が交流する場所づ
くりを⾏うことができた。

１‐③学習⽀援の利⽤
状況と学⽤品のリュー
ス状況

１‐③学習⽀援・学⽤
品リュースの回数と状
況

居場所において⼦ども
達の宿題など学習⽀援
を実施。学⽤品も集め
ることができた。

居場所においては、⼦どもの⾃発性を尊重
し、⼦ども達が教えてほしいという状況の時
に学習⽀援を⾏った。また制服や通学かばん
など集めることができ、来春の進学時に渡せ
るように準備できた。



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

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）

活動 進捗 概要

③新型コロナウイルスで経済的な困窮が
深刻化している家庭もあることから、家
庭で不要となった制服、⾐服、学⽤品等
を集め、必要な⼦どもたちに提供するリ
ユースの仕組みと拠点づくりを⾏う。そ
のため、⾏政や地域の団体等と連携を図
る。

計画通り

・⼦ども達の勉強のため活⽤できるよう家庭で使わない国語辞典や漢字辞典を集め、必要とする⼈に届けることができた。
・また地域の中学の制服や鞄、体操服などを集め、居場所内に展⽰し、必要な⼈にいつでも持って⾏ってもらえる仕組みがで
きた。
・新型コロナウイルスのなか、⼦どもの貧困がさらに進んでいる状況が想定できたため、居場所内に⼦どもが作成したポス
ターを張り、学⽤品やおもちゃなどを居場所にもってきてもらうよう告知し、新聞掲載等を通じ発信するなど、積極的なリ
ユースの取り組みを⾏った。

④休⽇に開催予定であった、⾷事を提供
する配⾷イベントにあたって、イベント
会場まで来ることができない⼦どもたち
のため、イベント会場での3密を避ける
ため、⾷事を弁当箱に詰め、お弁当を⾝
近な場所まで配達する取り組みも⾏う。

ほぼ計画通り

・⾷事を通じた⾷事を配⾷するイベントは、10⽉・11⽉・2⽉・5⽉・6⽉にも実施。新型コロナウイルス対策として、⾷事を個
別にお弁当に詰めたほか、イベント会場を数カ所に分けて⾏ったり、⾝近な場所まで配達するなど密にならない⼯夫をおこ
なった。1回あたりの配⾷数は、150〜180⾷となり、⽬的どおりの活動ができている。

①居場所・学習⽀援拠点をオープン：⻑
野県の⽞関⼝でもある信濃境駅前の喫茶
店の空き店舗を賃貸し、その⼀部を開放
し、週2〜3回程度午後から⼣⽅にかけ
て⼦どもたちが誰でも利⽤できる放課後
等の居場所として開放する。マスク着
⽤、換気、衝⽴等により3密を避けた居
場所づくりとする。

ほぼ計画通り

・居場所について、⼦ども達の要望もあり、週3〜4回程度開催した。（今年の8⽉から9⽉にかけて、夏休みの時期
であったこと、また助成⾦終了後も継続的な活動をするための体制整備を⾏うため、居場所をお休みした）ほぼ計画
通り（今年の8⽉から9⽉にかけて、夏休みの時期であったこと、また助成⾦終了後も継続的な活動をするための体
制整備を⾏うため、居場所をお休みした）。
・マスク着⽤、換気、衝⽴等3密を避けた居場所づくり、⼿指の消毒、検温も⾏い、新型コロナウイルスの感染対策
を丁寧に⾏いながら居場所づくりを⾏った。

②教員経験者や地域の住⺠等による学習
ボランティアを配置し、学習⽀援を⾏な
うとともに、⽉1回程度⾷事も提供でき
るようにする。

ほぼ計画通り

・毎回、教員経験者や地域の住⺠等による学習ボランティアを配置し、⼦ども達の宿題⽀援などの学習⽀援を⾏った。
・新型コロナウイルスの感染状況もふまえ、⽉1回の⾷事ではなく、毎回の居場所の際に軽⾷を提供する⽅式に転換した。⻑野
県の地域振興局が実施したフードドライブで軽⾷の提供を受けたり、居場所のキッチンを利⽤して軽⾷を調理し、⼦どもたち
に提供することができた。これにより、⼦どもたちの⾷事に対する反応や、元気かどうか、怪我などがないかなどを観察して
いる。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

⾷を通じて⼦どもを⽀援する取組が富⼠⾒町から評価され、今年度より、富⼠⾒町より「町⽀援対象児童等⾒守り強化事業」を受託することにつながった。本事業は
不登校など要⽀援対象家庭に、こどもの未来をかんがえる会のスタッフがお弁当を製造し、お弁当を届けることを通じて、要⽀援児童に対する⾒守りを⾏うもの。富
⼠⾒町としては、要⽀援児童への対応をこまねているところ、⺠間団体ならではの⼼のこもった「⾷」を提供することで、⼦どもの⼼を癒し、⼦どもの⾃⼰肯定感を
⾼めていた我々の団体の実績を評価し、町との連携した取組が始まった。

課題を取り巻く変化

・信濃境駅前のカフェ＆スペース⾶⾏船が、⼦ども達に⼤事な居場所として定着し、地域の⼈たちからも⼦ども達の居場所として理解が深まった。⼦ども達は、カ
フェ・キッチンにも関⼼をもち、3⽉末に、こども提案により、こどもがメニューを考え、料理し、販売する⼦どもレストランの実施にもつながるなど、⼦どもの社
会参画の取り組みにもつながった。
・学習ボランティアも試⾏錯誤しながらより良い運営のため経験を重ねることができた。今後は、課題を持つ⼦ども達にも適切に対応できるよう、ソーシャルワーク
等についての学び、研修などにより学習ボランティアのスキルアップが必要。
・居場所を継続するための家賃や学習ボランティアへの謝⾦等を⾃⽴的に確保していくための経済的な⾃⽴が必要。そのため、８⽉から9⽉にかけて、経済的な⾃⽴
⽅策を検討し、10⽉からは居場所として活⽤している「カフェ＆スペース⾶⾏船」をシェアカフェ・シェアキッチンとして会員に貸与し、その賃料を得ることで⼀
定の収⼊を得るとともに、カフェの活動と⼦どもの居場所を連携させることにより、⼦どもの社会参加とカフェの活性化も図るなど、新しいイノベーションを試⾏し
ていく。

富⼠⾒町こども課
富⼠⾒町社会福祉協議会
NPO法⼈たんくさんの⼿

⼦どもの居場所で⼦どもの状況に課題がみられたときに連絡、相談。町⽀援対象児童⾒守り強化事業を通じた連携
社会福祉協議会が⾏っている相談窓⼝の発信、社会福祉協議会が⾏っている個別児童への学習⽀援の取り組みとの連携
不登校児童の居場所づくりを⾏っていることから、団体の運営や⼦ども⽀援の在り⽅について情報交換、研修の共同実施

連携先 実施内容・結果

92.7%

93.6%
管理的経費 87.8%

事業費
直接事業費

2,994,500 2,776,236合計

広報内容

・居場所
・こどもレストラン（⻑野⽇報、信濃毎⽇新聞）
・リユースの寄付募集

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）

計画額
2,539,500

455,000

実績額
2,376,625
399,611

執⾏率



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開 今後、年度内に会のホームページを⽴ち上げ、公開する予定。

変更はなかった

状況 内容

いいえ

現在は会のホームページがないため、今後ホームページを⽴ち上げ公開していく予定。

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

⾃由記述

本助成⾦のおかげで、定期的にこどもの居場所を開催し、コロナ禍でも開催できる⼦供たちにとっての貴重な居場所として定着することができました。またシェアカフェの仕組みづくりにより⼀定の活動の
継続の仕組みを担保することができるようになりました。今後はこの緊急助成の経験を契機に、⼦供の多様な学びと⾃⼰肯定感を⾼める⼦供の居場所づくりを進めて⾏く予定です。

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

NPO法⼈のメンバーに定例会等で周知し、必要があれば活⽤するように状況共有してい
る。

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

外部監査を会計事務所に依頼して⾏った
内部監査は⾏った

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

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）

・こどもの居場所のパンフレット

・事業報告書を作成

・公共施設や町内の店舗等に配布し、こどもの居場所の理解を深め、会員を増やし、活動の基盤を強化する

内容

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの


