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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

居場所の不
⾜

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

就業困難

⼦ども・学
⽣

不登校

⼦ども・学
⽣

連携の不⾜

その他 不登校

・フリースクールの開
催年間250⽇延べ参加
者数800名
・⽣活困窮家庭等のこ
どもが当団体の活動に
より、外部とのつなが
りができた実績
・体験活動年間24回
延べ参加者数240名、
学習会⽉1回延べ参加
者数120名
・相談の延べ件数500
件

若者グループ⽀援10
回
ピアサポーターとして
の活動への参加者延べ
176名

コロナ禍のため若者グループの活動が休⽌し
たが、個別に声掛けしオンライン等の活動の
⽀援をした。また、⾼校⽣、中学⽣の数名、
若者がピアサポーターとして活動に参画し
た。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナでもみんな笑顔のフリースクール事業
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: ⼀般社団法⼈フォースマイル

事業実施概要

不登校、不登校傾向にあるこどもとその家庭の課題と格差が新型コロナの影響でさらに広がったことが、相談の増加により明確になった。こども・親・若者の相談、
学習⽀援、体験活動が安⼼してできる環境を整えるため感染対策を⾏い、コロナ禍で親の会の中⽌や公的な居場所の閉鎖時にも相談や居場所の確保をした。コロナ禍
で困窮状態になった家庭や学習の不安を感じて不登校ぎみになった⼦どもが個々に利⽤できる場をつくるために、当団体施設や外部施設での⽀援を⾏った。家に閉じ
こもりがちな⼦どもの体を動かす場のニーズも⾼く、トランポリンやスポーツ体験時にはいつも当フリースクールを利⽤しない⼦どもも参加し、⽣き⽣きと活動する
姿が⾒られた。平時の不登校⽀援に加え、コロナ禍の影響で不登校、不登校傾向になったこどもと家庭への負担感の少ない⽀援の体制をつくったが、事業終了後の困
窮家庭分の資⾦の確保は確⽴していない。公的⽀援のない⽣活困窮家庭等や若者の居場所と、体験の場づくりのニーズの⾼いことがうかがえる。また、体験活動のピ
アサポーターとして、⾼校⽣や若者の関わりをもち就労のきっかけとなるよう努めた。

2021/11/14

諏訪地域を中⼼とした不登校・不登校傾向にある児童⽣徒、その親、⽣活困窮家庭

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

⼦どものニーズについては、学習⽀援、体験活動、相談、居場所等に、コロナ禍で予想以上に⾼くなったと感じる。親のニーズとしても、就労状況の変化や⽣活の不
安もあり、相談が増加した。⾷材や物資の配布にも⾼いニーズが感じられた。また、平時には協⼒スタッフとして、居場所や送迎を⼿伝う親がいたが、コロナ禍で⽣
活が変化したためスタッフ不⾜があった。⾼校⽣や若者の就労としてのスタッフ参加や、ひきこもり気味な若者がボランティアで参加することにより、そういった若
者の居場所と就労のきっかけともなった。
不登校の状態でもフリースクールに通えない、動けない状態の重い相談も増加したが、少⼈数の体験活動や、⾷事作りも含めた⾷の提供をきっかけとして、徐々に通
えるようになった事例もあった。困窮家庭では体験の機会も少ないため、保護者の負担が少ない学校外の活動のニーズの増加があった。以上を踏まえ、本事業がいか
にコロナ禍で顕在化した⼦どもの問題に効果的であったかがうかがえる。

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

①公的⽀援を受けられない⽣活困窮家庭等の
こどもを含む不登校などのこどもが、フリー
スクールに通い、学びの保障がより確保され
る。

コロナ禍で以前より相談が増加し、困窮して
いる家庭の不登校の⼦どもが増え、開所⽇に
は毎⽇予約が⼊り活動した。⼦どものニーズ
に応え、のびのびと過ごすことで元気を取り
戻しできることが増えた。ソーシャルワー
カーの紹介で来所する⼦どももいた。

・フリースクールの開
催実績数と参加者⼈数
・相談の延べ件数
・相談⽀援者の所感

⑤悩みを持つ親やこどもに無関⼼だった親、
学ぶことによりこどもや学びに⽬を向け、こ
どもや学校との関係を改善する。
⑥こどもや学びに無関⼼だった親が⽬を向け
る。

・フリースクール利⽤
のこども、親への聞き
取りやアンケート調査

聞き取りやアンケート
の結果

⼤⼈の学習会と相談
会、不登校を話そう合
計14回。参加のべ⼈
数105⼈が不登校の理
解を深めた。

参加する親の理解は深まるが、⽀援が届かず
苦しむ⼦どもの親は理解がないことが多い。
学校以外の居場所が無償でないと通わせられ
ない。出席カウントにより利⽤が増加してい
るが、料⾦問題の⽅がはるかに⼤きい。

⑦SDGsやCSRの取り組みに関⼼を持つ企業
との協働事業を展開することで、企業の従業
員の意識改⾰やフリースクールのこどもたち
のキャリア教育に活かす取り組みが進む。

・企業との連携回数
・企業へのアンケート
調査

・企業との連携実績3
企業、年間10回
・企業のSDGs、CSR
の活動への協⼒体制の
強化

企業との連携2件＝⼦
ども⾷堂の実施2回
諏訪湖のゴミ拾いのを
通じた活動（SDGｓ
の取組）1回

企業と協働で⾏う活動を計画していたが、コ
ロナの状況が厳しくなったことで、実施を⾒
送ることとなった。企業側の呼びかけもあ
り、環境問題を考える活動をともに⾏った
が、計画通りには⾏かなかった。

コロナで公共施設が休館しているときにも、
対策をとり⼈数制限をして開所した。⼦ども
たちも来所すると⾃分で体温を測り記載する
習慣がついた。

③義務教育であっても学校へ⾏かないことで
の体験の機会がないこどもたちの体験の場が
確保される。

・体験活動、学習会参
加者数
・体験活動、学習会参
加者へのアンケート調
査

体験の格差は、特に困窮家庭では⼤きくなる
ため、参加費の免除や送迎をして、就労して
いる親の負担もなく⼦どもたちが体験するこ
とができた。フリースクールには来られない
⼦どもも興味のあることには参加することが
でき、⼈とのつながりができた。

⑧地域の⽅の周知や事業への参画、学習会で
の学びにより、不登校や多様な学びへの理解
が深まる。

地域住⺠へのアプロー
チは数値化できなかっ
た。

ボランティアとして参加する⽅が新たに増
え、理解者が増加したことを感じる。

④中⾼⽣を中⼼に若者の⾃発的な活動を⽀援
し、ピアサポーターとしてフリースクールに
来るこどもに関わるようになる

・若者グループの⽀援
回数と参加⼈数。
・若者グループの活動
実績

・若者グループの⽀援
回数⽉3回延べ参加者
数150名

②コロナ対策のとれた安⼼できる環境で学ぶ
ことができる。

・フリースクールの開
催⽇数253⽇延べ参加
者数［⼦ども958名、
⼤⼈467名、スタッフ
754名］ 合計2179名

・⽣活困窮家庭等の⼦
どもの⽀援実績8名
（実⼈数）

・体験活動回数年間
50回参加者延べ⼦ど
も243名、⼤⼈51名
・親の学習会年間14
回参加者延べ105名

・相談件数（学習⽀援
含む）⼦ども395件、
⼤⼈164件合計559件



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

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

情報紹介、広報にかかわる活動。ブロ
グ、Facebookなどでの情報発信と活動
チラシを6市町村の⼩中学校全児童⽣徒
数と公共施設等配布により周知する。

計画通り

年間を通してブログ、Facebookでの情報紹介と活動報告を⾏った。公式LINEの登録は115件あり、興味のある⽅へフリース
クールや体験の活動の情報を届けた。諏訪地域6市町村の⼩中学校公共施設等に15000部のチラシを配布したことで、公式LINE
の登録が倍増した。中には⼦どもが直接アクセスしてくることがあり、必要な⽀援につなげた。フリーペーパーの⽉刊ぷらざ
への掲載や、学校ムリでもここあるよキャンペーンへの積極的な参加により、⽀援対象者に情報を届けた。

必要とされる⽀援（相談、学習、体験
等）の運営に関わる業務。

計画通り

トランポリン、ポニー乗⾺体験、アート体験、スキー雪⼭体験、科学館⾒学など、毎⽉3回以上外部での体験活動を⾏った。ま
た、地域住⺠の外部講師を招いてのフラワーアレンジメント、スイーツづくり、網⼾や看板づくりも⼦どもの体験として⾏っ
た。会員、フリースクール利⽤会員の利⽤料規定に加え、⽣活困窮家庭の利⽤料免除により、複数回の体験活動に負担なく参
加できるようにした。送迎も⾏い、参加しやすい状態をつくったが、現在活⽤しているシステムではない保険が求められる。
体験活動回数年間50回参加者延べ⼦ども243名、⼤⼈51名

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・親や地域住⺠の理解を深める⽬的の不登校についての学習会や相談会の周知を、諏訪地域6市町村の⼩中学校の児童⽣徒数配布とSNSで⾏ったが、居場所を求める
⼦どもからの相談が直接公式LINEに届いた。⼩学⽣と⾼校⽣。⾃殺願望の⼦どもの気持ちに寄り添い丁寧に話を聴くことで他の居場所にもつながった。親を対象と
した周知のつもりではあったが、公式LINEというツールの利⽤のしやすさがあったためか、⼦どもが直接アクセスできたことで親の状況に関わらず、必要な⽀援に
つながった。⾏政関係者との連携も公式LINEにより増加した。⽀援の充実ができたが、団体の負担は増えたことが課題である。
・⾷材提供団体からの⾷材を常に置き利⽤者のおやつや⾷事、困窮家庭への配布を⾏っていたが、昼⾷やおやつを持ってきても、持ってこなくても⾃由にすることが
でき、困窮家庭の⼦も周りを気にすることなく来所し、本当に⽀援が必要な⼦どもの利⽤が広がった。不登校などの⼦どもの中には、ひとり親や困窮家庭も多く、家
庭への⾷材⽀援を⾏うことが必要と感じていたが、⼦どもは遠慮や⼈⽬を気にすることが明らかになった。

課題を取り巻く変化

コロナ禍の影響で、⼦どもの問題が浮き彫りになり、特に困窮家庭、ひとり親家庭の不登校の⼦どもの学校以外の居場所のニーズが⾼い。事業を⾏う中で、利⽤料の
免除等により、問題を抱えた⼦どもが学習や体験の機会を得て元気になる姿が⾒られた。親の意識の変化で、学校以外の学びの場を選択できるようになった。休校後
に中学⾼校の学習の遅れを気にして不登校になる⼦どももいた。⼦どもたちのニーズに応える事業により引きこもっていた⼦が居場所に来られたり、親との関係がう
まく⾏っていない⼦どもが⽀援につながったりと、利⽤する⼦どもの中にも⼀⼈ひとりが⼤事にされる居場所という認識が広がった。学校にも通いながら利⽤する⼦
どもも学習⽀援で⾃信をつけた。コロナ不安で親の⽣活も変わり、さらに格差が⼤きくなる中で活動を理解する住⺠や企業も徐々に増えてきたので、今後も連携を広
げる活動をしていく。⾃治体や学校との連携もでき、ソーシャルワーカーの紹介の困窮家庭の⽀援も担ってきたため、継続して活動を続ける。⼤きな課題は利⽤料
で、学校と同じ無償の⽀援が求められている。困窮家庭のみならず、不登校で苦しむ⼦どもに無償の学びの場が必要である。

事業実施以降に⽬標とする状況

計画通り
⽀援員やボランティアスタッフの確保、体験活動の地域住⺠との連携、⾏政との協議、体験場所（体育館等）の予約など、⾃
治体や企業、住⺠との連携を図り、経理事務等運営の充実を図った。

悩みを抱える親、⼦育てにかかわる学習
会をオンラインを併⽤し、安⼼して参加
できる体制の事業を⾏う。 計画通り

毎⽉1回の学習会、単発のグループ相談会を⾏い、親の学びの場とした。オンライン研修会を活⽤した学習会は⼈数が多くなっ
たため、ゆいわーく茅野を利⽤して⾏った。2021年1⽉に「不登校を話そう」のイベントを⾏い当事者の声を聴く機会をつくっ
た。10⽉には予約制のグループ相談会を⾏い、コロナもあり不登校に悩む親の新規参加があった。コロナの状況で参加を⾒合
わせる⽅もいた。⼤⼈の学習会と相談会、不登校を話そう合計14回。参加のべ⼈数105⼈が不登校の理解を深めた。

若者の活動を⽀援する⽀援員の確保と就
労体験⽀援の事業を⾏い、⾼校⽣以上の
若者が体験活動等の付き添い⽀援員とし
て参画する。

ほぼ計画通り

スポーツ体験では、⼤学⽣が⽀援スタッフとして参画し、こどもたちと遊び関わりを持った。
⾼校⽣、中学⽣の⼀部、若者などが通常の開所時や体験活動のピアサポーターとして有償ボランティアとして参画した。⾼校
⽣はボランティアとしてお願いすることで、まだ⽀援対象だと思われる⼦でもこの事業が救いの⼿となる。⾏政の⽀援は卒業
すると終了してしまうため苦しむ⼦が多く、就労につながる⽀援としての必要性が感じられた。若者グループはコロナ禍で活
動が休⽌となったため10回。ピアサポーターとしての活動への参加者延べ176名。

諏訪地域において、不登校や不登校傾向にあるこどもがフリースクールの活⽤により多様な学びの選択ができ、学びの保障が継続的に確保される。経済的な理由から
の教育格差をなくすために⾃治体や地元企業との連携でこどもへの継続的な⽀援の体制を実現する。また、こどもや若者の⾃発的な活動の⽀援体制ができ、社会参加
の機会が確保される。親や地域住⺠が不登校や多様な学びへの理解を深め、⽣きづらさのない社会が実現する。

考察等

事業開始前からコロナ禍による⽣活環境の変化で、不登校や登校しぶりの相談件数が増加していたこともあり、特に学習の遅れが悩みの中学⽣や⼩学校⾼学年の⼦ど
もの新規利⽤が増加した。⾃治体との連携もあり、困窮家庭の⼦どもの⽀援や親の相談、若者⽀援のニーズをつかみ、必要な⽀援につながったと考える。体験活動で
は、地元住⺠や企業との連携で体験の格差を解消する活動が⾏えた。イベントチラシや看板、SNSの効果もあり⼦どもが直接相談してきた事例もあり、これまでつな
がらなかった⼦どもへのアプローチもできてきたと感じる。フードバンク団体や圏域プラットフォームとの連携で、常に⾷材があることで、⼗分な⾷事がとれない⼦
どもや、困窮する家庭への⾷の⽀援もでき、⾷をきっかけにどこにもつながらなかった⼦どもの駆け込み寺ともなった。親の学習会で不登校で苦しい状態の⼦どもの
理解が深まった。しかし、⼦どもがつながっても利⽤料を⽀払うことが困難な親への遠慮で利⽤を控える状態もあり、特に格差解消のニーズのある⼦どもへの公的資
⾦措置が望まれる。事業後もそういった家庭への⽀援は⺠間団体の負担となる課題が残る。

フリースペースの⽀援員の確保により、
公的⽀援の受けられない⽣活困窮家庭等
の⽅々も利⽤できる、平⽇15時〜17時
のフリースペース事業を⾏う。

計画通り

253⽇の開所時にフリースペースを開所。のべ689⼈のこどもが利⽤。フリースクールは利⽤しなくても、フリースペースのみ
を活⽤する親⼦もいた。親の会のメンバーがスタッフとして送迎や⾒守りをするが、コロナ禍で職を失い、転職した⽅が増加
し⼈員が不⾜したが、団体スタッフや地域住⺠スタッフにより⾒守りを⾏った。⼤⼈と⼦ども、若者スタッフと⼀緒にゲーム
などを楽しみ、異年齢の他者と関わる交流が⽣まれた。提供を受けたおやつがあることで、お腹がすくと⽴ち寄る⼦、親とけ
んかしたと⼣⽅ずぶぬれで⽴ち寄る⼦もいた。

体験事業（拠点以外での実施）の企画に
かかる経費、保険、送迎、付き添い⼈員
の確保により、公的⽀援の受けられない
⽣活困窮家庭等の⽅々も利⽤できる体験
の事業を⾏う。

活動 進捗 概要

新型コロナウイルス感染症の影響による
活動拠点の感染予防整備を⾏う。（消
毒、フェイスガード、パーテーション、
体温計、オンライン整備機器、⼿洗い場
の設置）

ほぼ計画通り

⼿洗い場は2020年11⽉29⽇に設置が完了した。狭いためベランダではあるが、お湯も出るようになっていて、こど
もたちも⼿洗いをよくするようになった。⾷事の⾷器なども⼦どもたちが⾃分で洗って⽚付ける。
感染対策の体温計、ペーパータオル等を購⼊し⽇ごろの感染対策に役⽴てている。
換気の必要があり、網⼾を購⼊し⼦どもたちと⼀緒に作成し取り付けた。オンライン相談⽤に機器の購⼊の予定をし
ていたが、必要が感じられなかったため購⼊を取りやめた。

学習⽀援、相談⽀援等の⼈員の確保によ
り、公的⽀援の受けられない⽣活困窮家
庭等の⽅々も利⽤できる、平⽇10時〜
15時までのフリースクール事業を⾏
う。

計画通り

2020年11⽉の事業開始から2021年10⽉の事業終了時まで253⽇開所し、のべ953名のこどもが利⽤した。就学援助家庭を中⼼
に、利⽤料の免除を⾏い、経済的な理由から利⽤をあきらめないよう、各家庭と丁寧に相談しながら進めた。年齢に合わせた
学習⽀援や遊びを取り⼊れ、昼⾷は⼀緒に作って⾷べるなどさまざまな学びを実施した。コロナ対策として予約制とし、⼈数
が多くなりすぎない⼯夫をした。常勤スタッフに加え、地域住⺠のボランティアスタッフが⾒守り、⼤⼈や⼦ども同⼠の交流
が⽣まれるように努めた。



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

⼦ども⾷堂の場所の提供

計画額
2,791,600

531,600

2020年1⽉の不登校を話そうのチラシ、2021年10⽉のグループ相談会のチラシ
団体周知⽤リーフレット

124.8%
管理的経費 100.1%

事業費
直接事業費

3,323,200 4,016,476合計 120.9%

Ⅹ. 広報実績 

内容

不登校を話そうのイベントの様⼦を情報誌に紹介。
Facebookのページに随時体験活動やフリースクールの様⼦を投稿。

購⼊した体温計、ボードゲームなどにシンボルマークのシールを貼った。
諏訪地域6市町村の⼩中学校児童⽣徒数分と公共施設等に配布したイベントチラシにシンボルマークを記載。
ブログでの紹介時にシンボルマークの画像を貼り付け

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）

太陽⼯業の⼦ども⾷堂の様⼦を新聞3社に掲載。吉野家のお弁当の配布時に新聞1社に掲載。諏訪地⽅のフリーペーパーの⽉刊
ぷらざ（2万部）に毎⽉の開催情報を掲載（諏訪圏域⼦ども応援プラットフォーム）当団体のブログ、Facebookに開催の様⼦
を投稿。

内容

補⾜説明
計画より利⽤者が増加し、困窮家庭以外のフリースクール利⽤料、体験やイベントの参加費が増加。利⽤者の増加に
より⽀援者も増やした。

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
理事会と監事、スタッフで監査

めん処soy屋

他市町村の不登校の⼦どもの居場所であるため、お互いの活動を周知。状況により相談や利⽤の紹介。

実績額

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

担当責任者を理事の中に置いている

はい

理事会で検討中

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

3,484,516
531,960

諏訪圏域⼦ども応援プラットフォーム
NPO法⼈ホットライン信州
諏訪地域の親の会（5団体）

⾷材や物品の提供、連携、研修、毎⽉の予定を地域のフリーペーパーに掲載
⾷材や物品の提供
相談、利⽤の紹介、イベントの周知、活動のボランティア参加、チラシの仕分け

連携先 実施内容・結果

執⾏率

ヨリバ

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 必要なものがすべて整備できたかどうかの確認を早急にします

全てが整ったかの確認ができていませんが早急に確認します。

太陽⼯業 SDGｓの取組での協働。⼦ども⾷堂の場所の提供、ゴミ拾いの企画への招待

グリュック 他市町村の不登校の⼦どもの居場所であるため、お互いの活動を周知。状況により相談や利⽤の紹介。

認定NPO法⼈全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ ⼦ども⾷堂の⾷材、ICT機器、物品等の提供
多様な学びプロジェクト 学校ムリでもここあるよキャンペーンでの居場所の周知

②ガバナンス・コンプライアンス体制

⼀部未公開 整備が遅れたため未公開のものがあるので2021年11⽉1５⽇までに公開します

変更があったが未報告 整備が遅れたためこの報告書とともに報告をする

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



Ⅻ. その他

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい
内部に窓⼝を設置

⾃由記述

新型コロナ感染症の影響で、学校に⾏きづらくなった⼦どもたちが増加する中、学校以外の居場所として利⽤する⼦どもが安⼼して過ごすことができた。学校に⾏かないことで学びや体験が少なくなってい
る⼦どもたちの中には、ひとり親や困窮する家庭も多く、そういった家庭環境だからこそ不登校状態になっていることもあるため、親の負担が増えることを気にする⼦どももいる。無償、または経済的負担
が少なくなることで、複数回利⽤することができ、⼦どもへの⽀援も充実した。また、フードドライブ団体や地域の⽅からの⾷材の提供をうけ、困窮する家庭に配布することで、居場所に⾏く理由ができる
場合もあった。親の考え⽅や経済的理由で、頻繁に居場所を利⽤することができない⼦どもに対しては、今後も何らかの⽀援が必要と感じている。コロナ緊急対策ではあったが、いまだに困窮する家庭の状
況は改善されていない。無償で学びを保障されるはずの義務教育の児童⽣徒への⽀援は今後も必要である。学校だけでは⽀援しきれない、取りこぼされる家庭への直接的な⽀援も求められる。公的⽀援のな
い⺠間の居場所では、ほとんどボランティアに⽀えられているため、事業として定着しづらく、利⽤料を受益者負担にすると困窮家庭は利⽤できなくなるジレンマがある。せめて義務教育期間の学校以外の
居場所の利⽤料を家庭へ補助できる仕組みが必要と感じる。そのため、団体では企業や地域の寄付等の仕組みづくりに今後も取り組んでいく。


