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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

ひとり親
⾷料関連の
不⾜

・学習⽀援毎週6回実
施で年間300回 実
施。利⽤者数は現状の
⽉平均125⼈から250
⼈にまで増加

学習⽀援は平⽇週5⽇
助成対象期間で250回
実施した。⽉平均１８
０⼈。⼟曜⽇について
は6⽉〜８⽉休⽌9⽉
より再開した。

助成対象期間以前（2020年度前半）は、学習
⽀援を含む⼦ども⾷堂を利⽤する⼦どもがコ
ロナの影響で⼀時的に⼤きく減っていたが、
昨年末からは回復した。コロナ対策の徹底が
浸透したためと思われる。
「今までどこの塾も⻑続きしなかったがここ
は⼤丈夫。」と8⽉より利⽤している中学3年
⽣が週3回通い、⾼校⼊試への意欲も⾒せ始め
た。

・ひとり親世帯等に必要な⾷材等
が安定的に提供できる

・フードパントリーの
実施⽇数と提供⾷材な
どの数量・学⽤品リ
ユースの実施⽇数と提
供学⽤品の数量

・⾷材等提供⽉８回実
施（現状なし）
・学⽤品の提供⽉８回
（現状なし）

12⽉19⽇に開始以
降、⾷材・学⽤品の提
供は同時開催で⽉8回
実施した。⽀援件数は
1,340件（658世帯）

活動を通じてコロナの影響が⼦育て家庭を直
撃していることを痛感した。フード・学⽤品
共に利⽤者はひとり親世帯が多かった。フー
ドパントリー・学⽤品リユースは⽐較的敷居
が低く多くの⽅に利⽤いただけるとわかっ
た。⾷材を頂いていることが知られない様、
会場でも家でもないところで受け渡しが必要
な家庭があった。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⼦どもと⼦育て家庭への緊急⽀援事業
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まちの縁側なから

事業実施概要

・⼤きな社会的課題である⼦どもの貧困については、佐久地域も例外ではない。とりわけコロナの影響はひとり親世帯をはじめとする⽣活基盤の脆弱
な⼦育て家庭を直撃している。2020年春の学校⻑期休業など学習環境の激変は、例えば家庭におけるオンライン環境の格差など従来からある教育格差
を⼀段と拡⼤させる懸念が強い。このことを意識して、「密」を避けるために建設した新しい教室を活⽤しつつ、経済的に厳しい家庭の⼦どもも安⼼
して学習（無料）ができる⽀援の場を常設的に展開した。また「こども⾷堂」の意義は⾔うまでもないが、本当に⽀援が必要な⼦どもが来ない、は全
国のこども⾷堂が抱える課題である。このためより幅広く、より深く⽀援のできる活動であるフードパントリーと学⽤品リユースを創設した。新設の
プレハブ（教室兼⽤）と倉庫を拠点のひとつとして活⽤しつつ、平⽇では来れない家庭でも利⽤できるように、毎週⼟曜⽇と⽇曜⽇（平⽇のニーズも
あることから4⽉からは⼟曜⽇と⽊曜⽇）に実施した。またＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」においては、受け渡しの場所としてほぼ常設的に対応をし
た。・事業を通じて多くの⾼校⽣が学習指導あるいはスタッフとして参加。⼦どもの貧困を研究課題とする⾼校⽣もいるなど社会的な課題解決に向け
次世代を担う若者へ貴重な経験の場を提供した。

2021年11⽉15⽇

実施時期: 2020年11⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: ⻑野県佐久地域
事業対象者: 御代⽥町を始めとする佐久地域のひとり親家庭および就学援助世帯等

課題設定、事業設計に関する振り返り

・学習⽀援については、コロナの⼼配から来なくなっていた⼦どもたちが戻ってきた、中学⽣が増えたなどの成果は⾒られた。静寂が必要な⼦どもが
落ち着き皆と親しく交わうようになりプレハブの利⽤頻度が少なくなった。またフードパントリーと学⽤品リユースとの連携から新たな利⽤者が来る
などの状況も⾒られた。ただ、学習⽀援の新たな利⽤者の増加は計画通りには⾏かなかった。教育格差の拡⼤という社会的課題の認識には間違いく、
教育委員会や社協との個別的な連携が不可⽋だが、個⼈情報の壁が⽴ちはだかったと⾔える。
・フードパントリーと学⽤品リユースについては、こども⾷堂などよりも参加の⼼理的な壁は低く、より広く、より深く必要な⼦どもたちご家庭にア
プローチできるだろうという想定は妥当であった。利⽤者は2020年12⽉〜2021年10⽉で1,340件（658世帯）とりわけシングルマザーのご利⽤は
かなり多く、コロナで職を失ったという⽅の利⽤も少なからずあった。この視点において社会的課題の認識と事業設計は妥当であったと考える。
想定した対象者へのリーチは（もちろん充分ではないが）強い⼿ごたえはあった。既存の学⽤品リユースなどは⽉⼀回であったことから、毎週2回の実
施は有効であったと思う。
・社会的課題解決を担う若者の育成については、⼀時期はコロナのためボランティア活動禁⽌の学校がほとんどであり、参加の⾼校⽣特に⼤学⽣の参
加⼈数は設計通りには⾏かなかった。ただ、上記のように次世代を担う若者の育成にはわずかながらも資することができたと考える。

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

・ひとり親世帯等⽣活基盤の脆弱
な家庭の⼦どもがコロナウィルス
感染の⼼配がなく安⼼して学習⽀
援を受けられる場ができる

・学習⽀援の実施⽇数
と利⽤者数



⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

連携の不⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

コロナウィルス感染の⼼配なく安⼼して受け
られる新たな教室を使っての学習⽀援の実施
（毎週⽉、⽕、⽔、⽊、⾦と隔週の⼟）講師
は確保できている。

ほぼ計画通り

毎週⽉、⽕、⽔、⽊、⾦と隔週の⼟曜⽇の学習⽀援では、ＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」の⺟屋と新たな教室を使って、コ
ロナ感染対策として分散して実施した。少なからず安⼼して学習できる（１⽇平均⼩学⽣3⼈以上、中⾼⽣6⼈以上）環境の整
備にはなったと思う。またうるさいことの苦⼿な⼦どものための学習室としても新たな教室を活⽤できた。おなじくプライバ
シーの確保が必要な相談⽀援の場所としても利⽤した。

ＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」の理事会お
よび「こども⾷堂みよた」のスタッフ会議に
てスタッフ拡充の依頼。

計画通り

毎⽉実施しているＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」の理事会及び同じく毎⽉実施の「こども⾷堂みよた」のスタッフ会議で
は、常にスタッフ拡充の以来をしている。⼝コミで必要⼈数（掃除・賄い担当者会議⼈・賄い担当者15⼈・学⽤品等5⼈）は満
たされた。

現在「こども⾷堂みよた」にボランティアと
して来ている⾼校⽣⼤学⽣等に協⼒および参
加者の拡充のお願い。

ほぼ計画通り

「こども⾷堂みよた」にボランティアとして来ている⾼校⽣としては、佐久市内と上⽥市内の⾼校⽣に協⼒と参加者拡充のお
願いをした。また、コロナ禍でオンライン授業のため⾃宅にいる関東圏の⼤学の学⽣にも同様のお願いをした。

地域在住の⾼校⽣⼤学⽣等にボランティアと
しての参加者の募集（近隣の⼩諸市・佐久
市・北佐久郡内の⾼校・⼤学等に協⼒を依
頼。）

計画通り

地域の⾼校⽣⼤学⽣等へのボランティアの要請としては、上⽥・⼩諸・佐久地域の⾼校・短⼤・⼤学に実施した。それにより
週平均6⼈以上（学習⽀援と学⽤品リユース・フードパントリー）のボランティアが参加してくれている。

地域内の社会福祉協議会、フードバンク活動
団体、⼦ども⽀援ネットワーク等と情報の共
有、⾷材等の安定的な提供、物品融通に関す
る協⼒の打ち合わせ

計画通り

地域内の社会福祉協議会とは、チラシの配布に⽌まらず、⽀援が必要な⼦ども・ご家庭の情報の共有や⾷料・学⽤品の融通
（受け取りとお渡しの両⽅）でしっかりとした連携・打ち合わせを実施した。また佐久児童相談所とも同様の連携ができた
ホットライン信州とは⾷材の提供で、またフードバンク信州からは⾷料提供に関するアドバイスをいただいた。その他、佐久
ＪＣシニア会，佐久ロータリークラブなどとも連携・協⼒の打ち合わせを⾏った。いずれも⾷料や学⽤品の安定的な確保に資
するところが⼤きい。（⾷料と学⽤品のご提供件数は、トータルで475件）

コロナ前に利⽤していた⼦ども、ご家庭に新
たな学習⽀援の教室の拡充を連絡（電話、郵
便、ネット等で）

ほぼ計画通り

コロナ前に利⽤していた⼦どもたち・ご家庭へは、電話と⼝コミで連絡した。またネットの発信（フェイスブック、ツイッ
ター、インスタグラム）は随時⾏った。郵便での連絡は、実施しなかった。

学習⽀援の場の拡充とフードパントリー・学
⽤品リユースの緊急開設のチラシの作成およ
び御代⽥町内全児童⽣徒（約1300名）に配
布。また児童館等での掲⽰のため地域内の教
育委員会、社会福祉協議会等にも配布。

計画通り

緊急開設（学習⽀援・フードパントリー・学⽤品リユースは2020年の12⽉19⽇より開始）11⽉の事前告知を始めと
して、御代⽥町の全児童⽣徒、⼩諸市の全児童⽣徒と公⽴保育園児、佐久市内の６っつの中学校全児童⽣徒に１〜3
回チラシを配布した。また私⽴幼稚園の全園児に配布、佐久市の全⼩中学校と市⽴及び私⽴の保育園には各30枚配
付。地域内の児童館・⼦どもセンター・図書館等には各教育委員会を通じて掲⽰⽤として配布。社会福祉協議会（御
代⽥町・⼩諸市・佐久市)には各30枚程度。上⽥・⼩諸・佐久市内の⾼校・⼤学や、上⽥市内の短期⼤学地域連携セ
ンター、⼩諸市厚⽣課・⼈権政策課、佐久市市⺠サポートセンター、⼩諸市⺠⽣児童委員会などにも配布した。

学習⽀援のための新たな教室とフードパント
リー・学⽤品リユースの保管庫を建設する。 計画通り

学習⽀援のための新たな教室とフードパントリー・学⽤品リユースのための保管庫（ともにプレハブ）は、2020年12⽉の
初旬に完成し、12⽉19⽇から活⽤を開始した。当初、静寂を必要とする⼦どもが学習室として週2回程利⽤していたが次第に落
ち着き周りの⼈たちと親しさを増すうちに利⽤頻度が減った。相談⽀援の場として週1〜２回利⽤した。

活動 進捗 概要

・学習⽀援、フードパントリーと
学⽤品リユースの情報が地域の⼦
どもたちと家庭に届く。

・チラシの配布数とポ
スターの掲⽰施設数

・御代⽥町内全児童⽣
徒1,300⼈にチラシが
3回配付され、御代⽥
町と近隣⾃治体の児童
館等数⼗箇所にポス
ターが掲⽰されてい
る。

御代⽥町全児童⽣徒、
⼩諸市の全児童⽣徒な
ど約5000⼈にチラシ
を3回配付した。児童
館・厚⽣課・社協など
への配布は約20施
設。

御代⽥町と⼩諸市の教育委員会の協⼒もあ
り、全児童⽣徒（佐久市は⼀部の⼩中学校）
にチラシを配布できた効果は極めて⼤きかっ
た。また⼩中学校のPTAや登校⽀援員、幼稚
園の保護者会、⼤学の地域連携センターなど
も情報発信に協⼒してくれた。

事業実施以降に⽬標とする状況

・地域のひとり親世帯等の⽣活基盤の脆弱な家庭の⼦どもたちがコロナウィルス感染の⼼配なく無料の学習⽀援を受けられる体制が整っている。
・ひとり親世帯等に必要に応じて⾷材等を随時提供できる体制が整っている。
・ひとり親世帯等の⼦どもたちも学⽤品を揃えることに不安なく進級進学ができる状態が整っている。
・若者（⾼校⽣⼤学⽣等）がボランティア活動を通じて学び、育ち、社会的課題を解決できる⼒を持っている。

考察等

 上記の⽬標とする状況のうち上3項⽬「学習⽀援が受けられる体制」「⾷材等を随時提供できる体制」「学⽤品を不安なく揃えられる体制」を整える
ためには、ひとり親世帯等必要な⼦どもたちに情報が届くこと及び地域の認識と理解を醸成することが重要と考える。そのためのアプローチとして学
校や関連諸機関へのチラシの配布等を徹底的に⾏った。またフードバンクと学⽤品リユースの週2⽇の開催及びＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」におけ
る常設的な対応体制は極めて有意義であった。また「若者の育ち、学び」については、ボランティアの経験から⼦どもの貧困を研究テーマにした⾼校
⽣がいるなど、社会的課題の解決に向けた⼒の養成に関して、着実に成果があったと考える。

・ひとり親世帯等の⼦どもに必要
な学⽤品を渡すことができる
・社会の課題の解決を担う若者
（⾼校⽣⼤学⽣等）がボランティ
ア活動を⾏う場ができる。

・ひとり親世帯等の⼦
どもに必要な学⽤品を
渡すことができる・社
会の課題の解決を担う
若者（⾼校⽣⼤学⽣
等）がボランティア活
動を⾏う場ができる。

・ボランティアの⾼校
⽣⼤学⽣等は現状の⽉
平均６⼈から48⼈ま
で増加

上⽥・⼩諸・佐久地域
の複数の⾼校からボラ
ンティアの参加あり。
⽉平均では１２〜15
名程度。（⼤学⽣は⼤
学からストップがか
かっていて少なかっ
た。）

⾼校⽣のボランティアへの熱意は⾼いと感じ
ることができた。佐久地域にある⾼校のイン
ターアクト部の部員は「他は皆、コロナでボ
ランティアをさせてもらえないので、ここは
有難いです。皆ボランティアをしたいの
で。」と。学習⽀援の場では⼦ども達は吸い
寄せらるかのように⾼校⽣に近づき⼀時も離
れようとしない。
フード・学⽤品では左記の3校から10名以上
の参加があったこともあった。上⽥市内の⾼
校では当活動への参加を機会に⼦どもの貧困
等を社会的課題として取り上げ、その解決に
向けて研究、発表を⾏っている⾼校⽣が複数
⼈いる。



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

内容

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

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

佐久地域振興局などを含め、フードや学⽤品の調達・提供で連携ができた。またメンバーが研修会などに参加して情報を共有した。

計画額
3,809,800
36,000

実績額
3,568,720
1,152

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

⼩学校のPTA参観⽇での呼びかけ（佐久市内の諸学校）、保護者会での呼びかけ（佐久市内の幼稚園）、⼤学での学⽣に⽌まらず教員や職員合わせて
の協⼒（上⽥市内の短期⼤学）あるいは佐久ロータリークラブからの講演の依頼、⼩諸市⺠⽣児童委員の研修会での講演の依頼(コロナで中⽌）などは
想定外、期待以上の反応だったと⾔える。また「地域の⼦どもたちの⽀援」からは外れるが、ＦＢで活動が拡散されたため、県外の⼦育て家庭から、
ランドセルを譲って欲しいとの連絡が相次いだ。その多くは外国につながりのある⼦どもたち。⽀援の⽳を垣間⾒た思いだった。（県外への発送件数
約100件）同じくドミニカ共和国の領事館から同国の⼦どもたちのためにランドセルを譲って欲しいとの連絡があり、ランドセル30個やピアニカ、服、
靴などを提供した。

課題を取り巻く変化

学習⽀援においては、⼀時期コロナ感染の⼼配から遠のいていた⼦どもたちが「こども⾷堂」（学習⽀援と併設）に戻ってきた。同じく学校からボラ
ンティア活動のストップがかかっていた⾼校⽣も活動を再開した。また⾷料配布と学⽤品リユースについては、明らかに厳しい状況にあると思われる
ご家庭の利⽤が多く、社協や児童相談所等との連携等と合わせて⼿応えは⼤きい。こうした事実を鑑みるに、教育委員会や社協等との連携の充実や積
極的な広報活動の成果もあり、⼦育ての厳しさや⼦どもの貧困に関する地域の認識は少なからず⾼まったと思う。今後は、「こども⾷堂」と併設の学
習⽀援の場所及びフードパントリー・学⽤品リユースの情報共有と受け渡し場所として、ＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」は、毎週５〜6⽇、ほぼ常設
的に⾨⼾を開き、必要な⼦どもたちへの⽀援の体制を継続していく。

御代⽥町・⼩諸市・佐久市の教育委員会
御代⽥町・⼩諸市・佐久市の社会福祉協議会
御代⽥町・⼩諸市の⺠⽣児童委員

92.8%

93.7%
管理的経費 3.2%

事業費
直接事業費

3,845,800 3,569,872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）

・信濃毎⽇新聞（１１⽉、３⽉、8⽉）・⼩諸新聞と佐久市⺠新聞（１⽉、２⽉、4⽉、8⽉）・東信ジャーナル（8⽉）
・コミュニティテレビこもろ（１⽉、2⽉、4⽉、8⽉）・SBCラジオ（４⽉）・FM軽井沢（７⽉）・NHKテレビ（信州版、８
⽉）・御代⽥町社協の広報誌（４⽉）・⼦育て情報誌ママモ（７⽉）・上⽥⾼校同窓会誌「古城の⾨｝（９⽉）

・チラシ（学習⽀援、フードバンク、学⽤品リユース、ボランティア募集）2020年11⽉
・チラシ（フードバンクと学⽤品リユース)2021年1⽉
・チラシ（フードパントリーと学⽤品リユース）2021年3⽉（配布先などについては、別項⽬で記載の通りです。）

作成なし

・上記のチラシ3回において、「JANPIA・⼀般社団法⼈⽇本⺠間公益活動連携機構」のシンボルマーク及び⽂⾔を使⽤した。

学校⽀援員などを通じて⽀援が必要な⼦どもの情報の共有及び⼩中学校・保育園などへのチラシの配付ねどでしっかりと連携ができた。
⽀援を必要としている⼦どもの情報の共有、学⽤品・フードの提供、チラシの配布などでしっかりと連携ができた。
情報の共有は個⼈情報の関係からできなかった。ただ⼩諸市⺠⽣児童委員会から研修会での講演の打診あり。（コロナで中⽌）

連携先 実施内容・結果

執⾏率

ＮＰＯホットライン信州・フードバンクみよたなど
佐久地域こども応援プラットフォームなど

フードパントリーの⾷材の調達及び必要としている⽅の情報の共有などでしっかりと連携ができた。

⼟曜、⽇曜でも対応可能なフードパントリー
と学⽤品リユースの実施（毎週⼟曜⽇と⽇曜
⽇）

ほぼ計画通り

フードパントリーと学⽤品リユースは、3⽉までは毎週⼟曜⽇と⽇曜⽇、平⽇対応の必要性などから4⽉以降は毎週⽊曜⽇と⼟
曜⽇に実施した。また、ＮＰＯ法⼈「まちの縁側なから」においては、受け渡しや情報共有の場として、平⽇、⼟曜⽇、⽇曜
⽇を問わず、ほぼ常設的に窓⼝を開いている。

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。

完了
建築⼯事請負契約書及び領収書 ⼝座届け出 助成⾦受領書 給料・交通費⽀払
い書 その他レシート・領収書

全て公開した



Ⅻ. その他

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
当団体の監事2名による監査を⾏った。

⾃由記述

プレハブの利⽤が思いの外少なかった。⼀つは学⽤品リユース・フードパントリーが予想以上に盛んでプレハブと倉庫の組み合わせでは⾜りなくなり、⼤きな倉庫と会場を⼩諸に借りてそちらでの
受け渡しを主にしたことによる。もう⼀つは、学習⽀援での利⽤が伸びなかったことによる。⼦どもを受け⼊れにくく静寂な環境が必要な⼦ども、と仲良く出来る⼦どもが現れ、次第に落ち着いた
環境であれば⼤勢いても⼤丈夫になったことと教育委員会からの話が、実際の利⽤に繋がらなかったためである。
相談⽀援の場としては⼩さな空間と離れていて声の漏れる⼼配がなく、安⼼して利⽤できた。これからは主に相談⽀援・個別相談の場としての利⽤が中⼼と考える。
また、倉庫は防災グッズの保管庫としても利⽤している。

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

コンプライアンス委員会の⽴ち上げはないが、理事会や掃除・賄い担当者会議等で随時
確認していた。コンプライアンス責任者は代表と⼩林重太郎。

はい

コロナ対策を講じながらも「地域居場所」として利⽤者に窮屈さを感じさせず、これま
でのように「ここはホッとする。居⼼地が良い。」と感じて頂けるよう、雰囲気づくり
に⼒を注いだ。

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。 いいえ

⼩さな団体であり、信頼関係の下に運営しているため、制度の整備の必要性を感じない。

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。

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

はい

snsを通じて、また書類を誰もが⾃由に⾒られるようにしている。

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 労働時間・交通費・買い物費⽤は⾃⼰申告 会計が確認

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

社員総会年⼀回・理事会（運営委員会）と掃除・賄い担当者会議は毎⽉⼀回開催


