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⽇付：

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

⾷料関連の
不⾜

⽣活困窮者
⾷料関連の
不⾜

⼦ども・学
⽣

連携の不⾜

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

 ⼤学⽣・⾼校⽣による学習⽀援 学習⽀援の回数 実施の有無
・英語で⻤ごっこ、室
内ゲーム
・楽器指導教室

休校中、春休み・夏休みなどは⾼校⽣・⼤学
⽣による学習指導が⾏われたが、遊びの中に
学びを取り⼊れる必要性を感じた。

事業実施以降に⽬標とする状況
 新型コロナウイルスの感染拡⼤が終息しない中で、当法⼈は、⼦どもたちが⼀⼈で家庭で過ごすことが無いようあらゆる⼦どもを対象として、①安
⼼して過ごせる居場所の提供。②⾷事作りなどに参加しながら、家族的な雰囲気の中で⾷事を楽しむことができる。③⾼校⽣、⼤学⽣、⾼齢者などの
学習⽀援を受けたり、多世代交流の中で、新型コロナウイルスに負けず⼒強く成⻑することを⽬標とします。

考察等

 こどもレストラン“きらっと”事業の⽬的である⼦どもの居場所づくりや異世代交流は、毎回予定以上の参加者の応募があり、また、ボランテイアも
⾼校⽣、⼤学⽣をはじめとしてお年寄りのグループまで⼤勢の⽀援を受け、実施し達成しつつあります。しかしながら、対象者を我が国の⼦どもの貧
困率が、13.5パーセント、ひとり親家庭の貧困率48.1パーセントであるという実態を受けて、⽣活困窮者とした場合、把握、アプローチが難しく、ピ
ンポイントに実施していくためには⾏政等の積極的な⽀援と連携が課題であると認識した。

参加児童数
11⽉40⼈、12⽉52⼈
  1⽉29⼈、  2⽉115⼈
  3⽉42⼈、  4⽉59⼈
  5⽉53⼈、  6⽉38⼈
  7⽉59⼈、  8⽉59⼈
  9⽉12⼈、10⽉20⼈
延べ578⼈

参加者について、毎回⼩中学校にチラシを配
布して参加者を募集し、定数を上回る応募が
あったが、本当に⽣活困窮家庭の⼦どもが参
加しているか疑問である。緊急事態宣⾔発令
中の9⽉、10⽉の参加者は減少した。

 別会場で、居場所に来ることが
できない⼦ども若者や、⽣活困窮
者にお弁当の配布などを⾏う。

弁当配布への参加者数 毎回80⼈
⽣活困窮者
弁当配布数125⼈

期間を通じて１回のみの開催であったが、市
の中⼼地において市社会福祉協議会と共催し
て開催できたことには、意義があった。

 ⾷事作りの体験コーナーを設
け、実施する。

実施回数 実施の有無
⽯焼き芋、⼿作りケー
キ、アップルパイ、ピ
ザなど毎回実施

ボランテイア団体、⾼校⽣ボランテイアなど
の指導で⾃分たちで楽しく調理し、美味しく
味わうことができた。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: こどもの居場所づくり事業『とんぼ』
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: 社会福祉法⼈ まるこ福祉会

事業実施概要

 2018(平成30）年8⽉から、「作って・⾷べて・遊んで・学んで・つながろう」をキャッチフレーズに始まった「こどもレストラン“きらっと”」（⼦
ども⾷堂）は、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡⼤する中においても、⾮接触型検温カメラや空間除菌機材などを設置するなど徹底した感染防
⽌対策を⾏い、中⽌することなく毎⽉第⼀⼟曜⽇に継続実施しました。
 そのほか本年は、1⽉16⽇新型コロナの影響で困窮する⼈を⽀援するため市社会福祉協議会と共同で、街中において「うえだこども⾷堂」をドライブ
スルー⽅式で開催し、カレーや豚汁を提供しました。また、２⽉６⽇には、施設利⽤者、ボランテイア、児童・⽣徒、近隣住⺠を対象として、「こど
もレストランまつり」を開催し、やきそば、豚汁、たこやき、おしるこなどの振る舞いや⼤道芸、コンサートなどに500名を超える来場者がありまし
た。年度末の3⽉30⽇には、コロナ禍で職を失ったり、収⼊が減少しているひとり親世帯、独居⾼齢者、外国籍住⺠など⽀援が必要な⽅に県内外14社か
ら提供していただいた⽶、野菜、果物、菓⼦などを無料で提供する「０円弁当、０円スーパー」開催しました。

経済的困窮家庭の⼦ども、新型コロナウイルス感染拡⼤により働き場を失った家庭の⼦ども及び引き籠りとなった若者

2021年11⽉12⽇

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

課題設定、事業設計に関する振り返り

 当法⼈は、平成30年８⽉から⼦どもの居場所づくりや異世代交流を進めることを⽬的として、毎⽉第⼀⼟曜⽇、こどもレストラン事業を実施して来
ましたが、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、働き場を失った家庭の⼦どもや引きこもりとなった若者を対象として、事業を充実、発展させる形で
課題解決に向けて取組みました。課題設定については、SDGｓ（エスデイジーズ）の⽬標と合致しており妥当であったと考えますが、参加者につい
て、毎回、市内⼩中学校にチラシを配布し募集しており、「本当に貧困家庭の⼦どもなのかわからない」という声も聞けてきました。
 本年1⽉には、対象者、地域を変えて実施するため、新型コロナウイルス感染拡⼤による緊急事態宣⾔が発令中でありましたが、市社協と共催で街中
においてテイクアウト⽅式でカレー、豚汁を提供しました。また、3⽉14⽇付信濃毎⽇新聞の社説で低所得で⽣活が厳しいひとり親家庭やコロナ禍によ
る休業や失業で困窮する家庭の実態が報道され、急遽、3⽉30⽇に⽣活困窮世帯を対象として、⾷材、弁当を無料で配布し、ターゲットを絞ったことに
より多くの家庭、若者に⽣きる⼒を与えることができたと考えます。

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

 ⽉１回のこどもレストランの定
時開催をし、お年寄りから若者ま
であらゆる年代の者が交流できる
居場所を提供する。

・対象とする⼦どもの
数 毎回30⼈

・⼦どもの居場所の提
供⽉１回（年12回）
で年間360名の参加
・家庭で⽇中⼀⼈で過
ごしている⼦どもや⼀
⼈で⾷事をしている⼦
どもが⼀⼈でも減って
いるかどうかの実態



Ⅴ．活動

niti
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

 直接事業費の⼈件費について、当初予算ではアルバイト、学⽣等の賃⾦として時給850円で計上しましたが、法⼈
内で協議し、学⽣・⽣徒については現⾦⽀給をしないで、野菜等の⾷材や飲料⽔等の現物⽀給としたため、多額の未
執⾏額が⽣じました。

計画額
2,676,000

324,000

実績額
2,290,156

314,733

執⾏率

86.8%

85.6%
管理的経費 97.1%

事業費
直接事業費

3,000,000 2,604,889合計

 ⾷事を楽しみ、遊んだり、学んだり、地域の⼈たちとの交流を図ることができ、⽬標が達成しつつある。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

 毎⽉実施しているこどもレストラン“きらっと”（⼦ども⾷堂）とは異なり、1⽉16⽇、場所を変えて市社会福祉協議会と共同開催で街中において実施
した「うえだこども⾷堂」では、社協職員が、コロナ禍で⽣活資⾦貸付⾦の相談に窓⼝に来た⽅に参加を呼びかけたり、また会場近くにある⽇本語学
校からは新型コロナウイルスの影響でアルバイトの職を失った外国⼈留学⽣にカレーライス、豚汁の提供、宗教⾯を考慮して⾁の⼊らないピザなどを
提供することができました。さらに年度末の3⽉30⽇に⽣活困窮家庭、ひとり親家庭を対象に⾏った「０円スーパー、０円弁当」では、家で閉じこもっ
ていた若者が訪れ、対象者を広げる効果がありました。

課題を取り巻く変化

 平成30年8⽉から「作って・⾷べて・遊んで・学んで・つながろう」をキャッチフレーズに⼦どもたちへの⾷事の提供だけでなく、⼦どもの居場所づ
くりや多世代交流を進める⽬的で、地域の⼦どもや障がい者を対象に、学⽣、ボランテイアの⽀援を得て「⼦どもレストラン“きらっと”」事業を毎⽉
第⼀⼟曜⽇に開催してきました。
 少⼦⾼齢化の進展、核家族化の影響等により⼦どもたちが外で遊ぶ姿が⾒られなくなり、さらに、新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、家庭に
閉じこもり、テレビで過ごす⼦どもが増えました。令和3年3⽉14⽇付信濃毎⽇新聞の社説で、低所得で⽣活が厳しいひとり親家庭やコロナ禍による休
業や失業で困窮する家庭の実態が浮き彫りとなり、急遽、3⽉30⽇に⽣活困窮世帯を対象に、⾷材、弁当等を無料で配布する「０円スーパー、０円弁
当」を開催し、多くの家庭、若者に⽣きる⼒を与えられた。
 しかしながら、⼀法⼈が⽣活困窮家庭、ひとり親家庭を把握することは難しく、⾏政、教委、⺠⽣児童委員、社協等と連携していく必要があるが、
個⼈情報の問題ががあり、アプローチの仕⽅を考えなければいけない。

①平成30（2018）年8⽉に始めたこどもレストラン ・こどもレストランオープン当初からNPO法⼈「⼦育て応援団パレット」に企画から運営まで加わっていただいた。
・また、レストラン「ぐらんまるしぇ」のボランテイアグループ「チームあったかい輪」の皆さんの協⼒、⻑野⼤学の学⽣、丸⼦修学館⾼校の
 ⽣徒の⽀援で、「作って・⾷べて・遊んで・学んで・つながろう」をキャッチフレーズに開催した⼦ども⾷堂は、⼀緒に⾷事を作り

連携先 実施内容・結果

④3⽉14⽇付信濃毎⽇新聞の社説欄で、低所
得で⽣活が厳しいひとり親の世帯がコロナ禍
に伴う休養や苦境を深めているという実態が
報道され、3⽉30⽇、「0円弁当、0円スー
パー」を開催しました。

ほぼ計画通り

 3⽉30⽇には、コロナ禍で職を失ったり収⼊が減少して⽣活に困難さを感じている⼈などに⾷事や⾷料品を無料で提供する
「０円弁当、０円スーパー」の取組を初めて⾏いました。会場のホールには、県内外の企業14社が提供した⽶や野菜、果物、
菓⼦など50種類以上並べ、訪れた115⼈の⽅に配布することができました。3歳の⻑⼥を連れた30代⼥性は、「コロナ禍で外⾷
もできなかったが、今夜は明るい気持ちで⼣⾷を楽しめます。」と感謝していました。

①平成30（2018）年8⽉に始めたこどもレス
トランは、新型コロナウイルス感染症が拡⼤
し、学校等が休校措置を取っても、⽉１回開
催のペースは崩さず、コロナに負けない⽀援
を実施してきました。今後も毎⽉第⼀⼟曜⽇
「こどもレストラン」の開催します。

計画通り

 毎⽉第⼀⼟曜⽇に開催している当法⼈のこどもレストラン“きらっと”（⼦ども⾷堂）は、本年10⽉の開催で第３８回⽬を迎
え、この間の参加児童数は1,818⼈、ボランテイア等は1,810⼈、延べ参加者数は4,563⼈に達しました。毎回体験メニュー、⾷
事メニュー等内容を変え、参加児童とボランテイアが⼀緒に⾷事作りを⾏い、新型コロナウイルスが感染拡⼤する中において
も中⽌することなく⼦どもの居場所確保、⽣活困難家庭の⾷事の提供に努めました。

活動 進捗 概要

②令和2（2020）年11⽉からは、新型コロナ
ウイルスの収束を⾒通すことは困難であり、
ウイズコロナの考えで⽣活困難者等への⾷事
の提供に限らず⼦どもたちの居場所を提供
し、休校となったことによる学習の遅れを取
り戻すための学習⽀援や、外出⾃粛に伴い家
庭に閉じこもりがちになっている若者⽀援に
も取り組みます。

ほぼ計画通り

 学習⽀援は、ホール内を学習しやすいよう、また感染予防のため間隔をとって机を配置し、定期的に換気をしながら、遊
び・運動なども取り⼊れて気分転換を図り、NPO法⼈「⼦育て応援団ぱれっと」の会員や⾼校⽣・⼤学⽣が担当しています。
こどもレストラン“きらっと”は、毎⽉開催していますが、⼼掛けているのは、⼦どもが「⾷事をするだけの場所」にせず、参
加した学⽣にとっても活動の場を広げる有意義な場所となっており、地域の⼦どもから⼤⼈までがつながる場所となっていま
す。

③こどもレストランに参加することができな
い街中の⼦どもたち、⽣活困窮者を対象とし
て「うえだこども⾷堂」を開催する。

ほぼ計画通り
 こどもレストラン“きらっと”に参加できない街中の⼦どもや⽣活困窮者を対象として、1⽉16⽇、市社会福祉協議会と共同
で、カレーライスや豚汁等をドライブスルー⽅式、テイクアウトの形で実施しました。街中で開催したことにより、会場近く
にある⽇本語学校に通学しているコロナ禍でアルバイト先が無く⽣活が苦しい外国⼈留学⽣の利⽤がありました。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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
法⼈監事２名による令和２年度監査を実施

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）

・2021.1.15「⼦ども⾷堂持ち帰りで」信濃毎⽇新聞…コロナ感染防⽌のため、カレーや豚汁をテイクアウトの容器で提供。
・2021.1.19「⽀援の輪 ドライブスルーで」信濃毎⽇新聞…市ふれあい福祉センターでうえだこども⾷堂を開いた。
・2021.2.9「初のこどもレストランきらっとまつり」東信ジャーナル…利⽤者や住⺠ら交流楽しむ。
・2021.3.6「こどもレストランきらっとまつり開催」週刊うえだ…⼦どもたちに居場所の提供を。
・2021.4.6「０円弁当、０円スーパー」東信ジャーナル…⾷事や50種類以上の⾷料品提供。
＊その他丸⼦テレビ放送、信越放送テレビ・ラジオ、NHK総合テレビ等で放映など多数 ＊資料データ添付

・こどもレストラン“きらっと”参加者募集のチラシ ５００枚×１２回＝６，０００枚

・開催概要報告書の作成 １２回

・こどもレストラン“きらっと”参加者募集のチラシ ５００枚×２回＝１，０００枚
・こどもレストラン“きらっと”に関するアンケート調査⽤紙 ５０枚

内容

⾃由記述

特になし

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

いいえ

当法⼈の従業員は100⼈未満の規模であり、公益通報保護法に基づく内部公益通報対応の
整備については、窓⼝設置が困難なため、JANPIAが設置する内部通報制度（ヘルプライ
ン）を外部機関窓⼝として設定し、関係職員に周知しています。

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

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

⼀部未公開

第13条1項2号に規定するガバナンス・コンプライアンス体制等の整備に関する規
程は、定款に規定され、法⼈ホームページ及びWAMNETによる社会福祉法⼈の
財務諸表等電⼦開⽰システムで公開されていますが、その他の諸規程（職員の給
与等に関する規程、職員の就業に関する規程、経理に関する規程等）は、公開し
ておりません。

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


