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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

⼦ども・学⽣ 不登校

⼦ども・学⽣ 不登校

その他 不登校

⼦ども・学⽣ 不登校

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

保護者への相談実績
 年24回
延べ⼈数 24⼈

保護者への相談実績
 年24回
延べ⼈数 24⼈

離婚から精神的に不安定な保護者に対してカウンセ
リングや相談を⾏い、安定した⼦育てを⾏えるよう
にサポートした。保護者とともに⼼療内科を受診し
て⼦どもの特性について説明を受け共に寄り沿っ
た。またフリースクール(⾃然楽校)の保護者会をつ
くり、⼦どもたちの育ちを共有することで、共に育
ちあうグループを意識づけるようにした。

事業実施以降に⽬標とする状況
不登校の⼦どもが現在の疲弊している状態から、⾃然や動物や⼈とのつながりを通して、精神的に脆弱な状態から回復すること。⼦どもの⽣きる⼒が回復して意欲的に取り組め
るようになること。それぞれの⼦どもが⾃分の課題と今後の⽬標（⾼校進学など）が⾒えてくること。学習⽀援によって、学習の遅れや劣等感が軽減されること。保護者⽀援に
より家庭環境が落ち着き、⼦どもの⼼が安定すること。

考察等

 事業開催当時は、もともと不登校気味だったり、学校への苦⼿意識のある⼦たちが、新型コロナへの不安感や家庭事情から学校を休みがちになっている⼩学⽣が多かった。⼩
学⽣たちは安⼼できる時間と⼈との繋がりを充分に持つことで、⼩学校に戻ってみようという気持ちになれ、⽀援学級へ登校するようになり、現在では原級に復帰している。⼀
⽅、中学⽣は冬季から学習⽀援に⼒を⼊れて取り組むようになり、中学3年からはテストを学校に受けに⾏くようになる。進路相談など今後へつないでいく⽀援を⾏うことでそ
れぞれの進路が定まっている。フリースクールの保護者会をつくることで、団結している雰囲気が⽣まれ、みんなで⼦どもたちをサポートする空気感が⽣まれている。

（発達障がいのある⼦への治療教育）発達の
偏りが軽減されたり、⾃分の特徴を理解して
対処できるようになること。

発達障がいのある⼦への
治療教育実績数

治療教育実績
 週２⽇
週の延べ⼈数 10⼈

治療教育実績
週3⽇開催(⽉⽔⾦)
週の延べ⼈数 20⼈

治療教育的な観点からの動きを取り⼊れた⽅法など
も⾏うことで、⼦どもたちの集中する⼒が少しづつ
ついてきた。また多機能型⽀援センターYeretteの
作業療法⼠も⽀援に加わってくれている。

保護者が登校出来ない我が⼦の抱える課題や
特性を理解し共感を持って受け⼊れ、⽀援し
ていかれるようになること。

保護者への相談実績数

⾃然体験開催実績
 週３⽇開催
週の延べ⼈数 20⼈
保護者の向上、変化
（アンケートによる定
性データ）

⾃然体験開催実績
週3⽇開催(⽉⽔⾦)
週の延べ⼈数 20⼈

事業前半は⼩学⽣の参加が多く、体験活動を中⼼と
した事業を⾏った。野外で思い思いの過ごし⽅や⾃
然体験を⾏う中で、安⼼して過ごす時間を持つこと
で⼩学校に戻ってみようと思える⼦が増えて、当初
参加していた4名は⼩学校に復帰している。保護者
からのアンケートには、『離婚後ひとり親になり、
それと同時に⼦どもが不登校になった。どうしてい
いのか分からなかった時につながり助かった。』
『引きこもっていた⼦どもと通勤途中に送迎するな
かで会話が増えた。』などの感想があった。

学習の苦⼿感や遅れを軽減すること。

学習⽀援開催実績数
学習⽀援開催実績
 週３⽇開催
週の延べ⼈数 15⼈

⾃然体験開催実績    週
3⽇開催(⽉⽔⾦)
週の延べ⼈数 15⼈

2020.1⽉過ぎから中学2年⽣中⼼のフリースクール
となる。来年受験⽣ということもあり、中学⽣のな
かで学習に取り組みたいという要望が出てきたた
め、冬期間は特に学習⽀援の体制を強化した。⼦ど
もたちも学習に取り組んでいること⾃体も安⼼につ
ながった。

中学3年⽣への進路相談

進路相談実績数
進路相談開催実績
 年３回
延べ⼈数 10⼈

進路相談開催実績
 年4回
延べ⼈数 16⼈

不登校児の在学する⾼遠中学校とも連携して、進路
相談を⾏った。夏休みには、寮のある⾼校に通う先
輩にも体験やアドバイスをきく。その系列⾼校に受
験を挑もうとする⼦もいる。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⾃然楽校事業  〜新型コロナによる不登校急増に伴う活動〜
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フリーキッズ・ヴィレッジ

事業実施概要

新型コロナの影響を受け、慢性的な学校や家庭などのストレスから不登校となる⼦どもたちが夏休み前から急増している状況を受け、⾃然楽校を開催して⼦どもたちの受⼊れを
⾏っている。共働き家庭やひとり親家庭では、朝の通勤時の7時過ぎには預け、⼣⽅の18時半ころ迎えに来るので託児としての機能も担っている。⼦どもや親が孤独の中で⽣き
るのではなく、⾃然や⼈との繋がり合いの中で、本来のその⼦の輝きを取り戻していくことが、保護者の希望となっている。中学校はこの⾃然楽校を中間教室扱いにし、学習⽀
援も⾏っている。孤⽴を解消し、社会参加につながる⽀援は、⻑期的視点でみると社会の⼀員を育成する⼈材育成である。

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: 不登校児とその保護者

課題設定、事業設計に関する振り返り

地域においても不登校児が増えている現状は変わらず、⾏政でも⼦育て相談員は対応に苦慮している様⼦が伺える。⼦どもたちの様⼦から居場所や学びの多様性の必要性を感じ
られる。本事業(⾃然楽校)においては、体験に重点をおいた活動と学習⽀援という2つの柱で⼦どもたちの学ぶ場の提供を⾏い、また発達の特性のある⼦たちも多いので、治療
教育の先⽣にも関わってもらって、発達⾯からのサポートも⾏った。また養育で困っている保護者の⽅へは相談やカウンセリングを⾏い、またフリースクール保護者会を⽴ち上
げることで、チームとして⼦どもたちをサポートする空気感が⽣まれた。体験活動では⼦どもたちの好奇⼼に応じて内容を設定したり、学ぶことへの意欲を⾼めようと努めた。
中学3年⽣は進路も決まり、そこに向かって取り組めるまでに成⻑した。事業当初に在籍していた⼩学⽣は、⼗分に安⼼した時間を過ごして⾏くことで、学校に戻ってみようと
思えて復帰している。こちらから⼦どもたちの様⼦を伝えるなど、⼩学校や中学校とも連携を取りながら活動し、サポートし合える関係が⽣まれている。中学⽣が⾃ら⼦どもた
ちによる『⼭の⼦祭り』を企画開催したり、キャンプを企画したりと積極的に動く様⼦も⾒られ、当初予定してなかった活動も⼦どもたち主体で⾏われる機会があった。⼦ども
たちの成⻑とともに保護者との連帯も⽣まれているようだ。週1回、⽉1回の利⽤などときどき参加している⼦もいるが、課題点としては、新しくフリースクールに参加する⼦
たちが馴染みにくさを感じやすいところである。また中学⽣と⼩学⽣を同じ空間と内容で進めていくことには難しさがあるので、曜⽇で対象者と内容を変えて事業を⾏うことも
必要かもしれない。

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

不登校児が、⼀⼈孤独に引きこもりゲーム漬
けの⽣活を送るのではなく、⽇中の野外活動
で⽣活リズムを整え、⾃然や動物と触れる合
うこと、⼈と繋がり合うことを通じて⽣きる
⼒を育み、本来持つその⼦の輝きを取り戻す
こと。

⾃然体験活動開催実績数
保護者への⼦どもの変化に
ついてのアンケート実施



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）

補⾜説明

伊那市社会福祉協議会 フードバンク提供
フードバンク提供

計画額
3,020,040

104,400

実績額
3,031,657

132,926

執⾏率

101.3%

100.4%
管理的経費 127.3%

事業費
直接事業費

3,124,440 3,164,583合計

⾼遠中学校

上伊那地域振興局

フリースクールへの参加が中間教室と同等として出席扱いとなる。進路指導、児童個別ケース会議への参加、別室での試験受講、

新型コロナウイルスの第2波による⾃粛要
請による休校の際は、オンライン通信を通
じて繋がり、学習⽀援や相談などを⾏う。 中⽌

⾃粛要請により休校となった場合⇒ 休校にならず平常通りの学習活動が可能であったため実施せず。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

特になし。

課題を取り巻く変化

昨年の緊急事態のような新型コロナへの不安感は軽減されているが、ストレスは慢性化されている⾯もある。⾏政のこども相談室さんの⽅からも不登校児が増加し、またその⼦
たちの⾏き場がなくて困っているというお話を頂く。そうした所から来年度は伊那市でフリースクールへのいくらの予算をとって頂けることになっている。現在の常連参加者は
中学⽣のみであるが、中学⽣と⼩学⽣を同じ空間と内容で進めていくことには難しさがあるので、曜⽇で対象者と内容を変えて事業を⾏うことも必要かもしれない。対象者の変
化としては、ゲーム三昧で引きこもり状態であった中学⽣が、フリースクールという⼩規模の仲間の中で⽇々を⽣活し、野外での活動で⽣き⽣きとしている姿に出会うと、⼀⼈
の⼈⽣において⼦ども時代を振り返った時の豊かさとは⼤きなものかもしれないと感じる。表情が豊かになり、⾃分の得意とすることや夢中になれることを仲間と分かり合うよ
うになっている変化を感じる。体験を通して学び、好奇⼼を回復させている。治療教育からも集中⼒や落ち着きがあらわれてきたようにも感じられる。将来に対して投げやりで
あったが、進路についても希望を持つことが垣間⾒れる。⼀般という線引きでは傷つきが⽣じるけれども、発達⾯の特性も受け⼊れ合いながら成⻑している。

ＮＰＯ法⼈⼦ども・若者サポート はみんぐ
ＮＰＯ法⼈スポーツメイト
⾼遠北⼩学校

⼦ども・若者に関わる情報共有と交流、おやつ作りなど体験活動への参加
はみ×スポ（毎週⽔曜⽇開催）に参加し、スポーツ活動への参加
児童やその保護者の情報の共有⇒ケース会議への出席

連携先 実施内容・結果

多機能型⽀援センター イエレッテ 作業療法⼠による児童または保護者への⾯談と⽀援。

学区内の中学校からは中間教室と同じ位置
づけとして、⾃然楽校への出席が中学校の
出席と認められ、当該⽣徒の中学校での⽀
援会議に保護者とともに参加する。

計画通り

⾼遠中学校と連携を取りながら、⽀援にあたることができた。学校側よりフリースクールへの参加を出席扱いにして頂いた。中学校での
⽀援会議に出席をして、その⼦の近況などの情報を共有して今後の⽀援に関して学校側と話し合うことができた。中学3年⽣とは⼀緒に学
校に出向いて、先⽣から進路について説明を受けた。毎週⾦曜⽇の⼣⽅には担任の先⽣の訪問があり、学校や進路のこと以外にも、爬⾍
類好きという共通点から『冬眠させるためのコツ』などを聞いて学ぶ機会にもなった。無事越冬して、卵を産み孵化させて飼育の幅が広
がり、ミニジュラシックパークのようである。

学区内の⼩学校の当該児童の担任には、児
童の健康状態や活動の様⼦を報告し、学校
からの配布物を中継して毎⽇⼿渡してい
る。

計画通り

⾼遠北⼩学校とも連携を取りながら、⽀援にあたることができた。⼦どもの気になる様⼦や保護者の状態などを学校側と密に連絡を取り
合って、包括的に⽀援するネットワークの構築ができた。フリースクールに参加していた⼦には、学校からの配布物などを通学する⼦ど
もを通して渡す。みんなの村という遊び場では、学校に通う⼦も通わない⼦も地域の⼦として⼀緒に遊べる空間となっている。

不登校児を持つひとり親家庭や共働き家庭
の託児 計画通り

朝7時過ぎ〜9時まで、⼣⽅17時〜18時半ころまでの託児としての機能。フリースクールに通いたくても、共働きやひとり親家庭ではフ
リースクールの開所時間内に送迎することは不可能なので、託児機能は保護者の⽅からは助かってるとの声を頂いた。

グレーゾーンの発達障がいの⼦どもたちへ
の治療教育（学習の前段階の発達段階での
課題を抱えている⼦が多く、そのことで学
校への不適応がおこっている⼦も多い。）

計画通り

治療教育的な観点からの動きを取り⼊れた⽅法なども⾏うことで、⼦どもたちの集中する⼒が少しづつついてきた。感覚の偏りや体の動
かし⽅が不器⽤だったりする⼦が多いので、感覚統合する運動を学習時間の合間にも取り⼊れたりすることでリフレッシュして集中して
学習に取り組めた。すぐに効果が現れるわけではないが、3歩進み2歩下がり、少しづつまとまりのある動きや思考に成⻑した。時刻表の
時間を覚えていられず意識があちこちに⾏きやすかった⼦がきちんと時刻を覚えていたりなど、発達⾯での成⻑を感じられた。

不登校児への学習⽀援（タブレット使⽤、
オンライン授業）、⾃然体験活動、動物
（⾺やヤギなど）とのふれあい体験の提供

ほぼ計画通り

学習⽀援や英会話レッスンの実施、⾺との触れ合いによるホースセラピーや⾺耕体験、⼦どもたちの畑での農作業体験、地元
の釣り名⼈を講師に渓流釣り、地元の陶芸体験、鍛⾦体験、MYかまどづくり、ウッドデッキづくり、夏休みのキャンプ体験、
⼭登り、爬⾍類の捕獲と飼育など。『⾺の肌の温かさを感じ、普段は⼼の荒れることのある⼦が愛おしそうに⾺を⾒つめ優し
い触り⽅をし、⾺との交流を深めた。』『爬⾍類好きな⼦どもたちが野外活動で野⼭に⽇本とかげや蛇を探しに出かけ、フ
リースクールの部屋で飼育をする。MYとかげを⼿に乗せて、勉強をする姿もあり、何か落ち着きや安⼼をトカゲたちが与えて
くれているようだ。』『⾃分たちで育てた⼩⾖を産直の直売所にて販売した。』『地域の⽂化祭にそれぞれ興味がある分野を
発表する。アルミホイルで球を作ったり、絵画などを発表する。』『⼭の⼦祭りという地元の⼦どもたちを集めた⼿作り市
を、フリースクールの⼦たちが主催した。⼦どもたちが⽣き⽣きと⼿作りしたものを販売し新型コロナ禍にあって⼩さな規模
の祭りで賑わった。』

養育上の困難や育児ストレスを感じている
不登校児の保護者の相談 ほぼ計画通り

カウンセリングやLINEでの相談などによって⼦育ての困り感を軽減できるようにサポートした。その⼦の特性に合わせて伝え⽅などどの
ように留意した⽅がいいのかなどを伝える機会もあった。（視覚情報よりも分かりやすく⾔葉で伝える⽅が伝わりやすいなどのように）

活動 進捗 概要



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

内容

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
年度末終了後に監査役が会計監査を⾏っている。

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）

なし

フリースクール開催に関するチラシ作成（2021年6⽉、1000部）

特定⾮営利活動法⼈フリーキッズ・ヴィレッジ活動報告書『⽞⽶10合』 2021.03⽉発⾏、2000部

上記チラシの掲載

⾃由記述

不登校児の増加の背景には、発達障がいの⼦が集団⾏動を求められる学校に馴染めない、⼼理的なストレスからの引きこもりといった要因の他に、学校という場を選ばない、学校以外のまなびの場を必要としている⼦ど
もたちも増えてきているように感じている。学校教育のあり⽅も問われているとともに多様なまなび場が求められている。
今回中学3年⽣の不登校児がメインのフリースクールであったが、その⼦たちが⼈と交わる機会もなく⾃室で籠って成⻑していく⼈⽣であったのか、それともこうしていいも悪いも関わり合いながら次の進路へと繋がって
いった⼈⽣であったのかとでは全く違った⼈⽣であっただろうと感じられる。不登校児が集い合って話し合いながら、紅葉の綺麗な⼭道を⾃転⾞で上っていく後ろ姿を眺めながら、「この体験があるのかないのかでは、
本当にこの⼦の⼈⽣は違うものだなぁ。」と胸に響いた。
こうして受⼊れを⾏うことができたのも、助成して頂いたおかげであるので⼤変感謝している。また、⻑野県みらい基⾦にも伴⾛して頂き、⼤変助けられ有難かった。

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
ホームページにて定款や決算書の情報公開を⾏う。外部の公認会計⼠が⽉次巡回監査を⾏って
いる。

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 外部の法律事務所に窓⼝を設置している。

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。

完了

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


