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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。
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⾜

その他
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⾜

⽉４回程度のリーダー企画も定着し、常時６
⼈のスタッフが交代で居場所を管理する体制
が軌道に乗りつつある。

困りごとを抱えた⼈の課題の解決の⽅向が⾒
いだせる。

かえるのいえ利⽤前後
の変化

相談者の望む状態に変
化している

かえるのいえ利⽤者
38⼈のアンケート回
答結果

・かえるのいえの利⽤者同⼠で⾔葉を交わす
機会は増えた63.2％・スタッフの態度は⾃分
に寄り添って話を聞いてくれるように感じる
94.7％・スタッフに、利⽤時以外でも連絡や
相談をしたことがある64.8％・「ある」と答
えた⽅…その連絡や相談で、気持ちが楽に
なったり課題が改善した95.7％・かえるのい
えに通うようになって以前より気持ちが前向
きに（明るく）なれたと感じる76.3％・かえ
るのいえを利⽤することで、新しいことに
チャレンジしようと思う気持ちは増えた
76.3％

相談件数

50団体と連携 28団体と連携。
⽬標には達していないが、相談者ごとのケー
スを通じたミクロレベル、地域や共通の活動
を通じたメゾレベル両⽅の連携ができた。

どこにも相談できずに困りごとを抱えたまま
の⼈が少なくなる。

相談件数延べ1,500件 968件

⽬標数には達していないが、他団体との連携
と、新聞やフリーペーパーなどへの発信によ
り、今まで繋がりがなかった相談者からの相
談が増えた。

適した団体や福祉サービスにつながる⼈が増
える。

つなげられた⼈数

連携している団体数

つなげられた⼈数20
⼈

19⼈

個々の相談を細かくゆっくりと聞き取り、⽣
活状況を把握することにより、個⼈に適した
団体や福祉サービスを考え繋げることが出来
始めている。

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

かえるのいえが施設として運⽤できる状態に
なる。

かえるのいえの設備環
境の状態

かえるのいえが他団体と連携できている。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⽀え合い、共に育む居場所「かえるのいえ」
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 Happy Spot Club

事業実施概要

多様な困りごとを抱えた⼈の居場所として機能してきた「ごちゃまぜカフェ」が新型コロナの影響で閉店を余儀なくされた。そこを利⽤者していた⼈や、引きこも
り、⽣活困窮などの課題を抱えている⼈は、公的⽀援に繋がりにくく福祉の仕組みや制度に対する不信感がある。今回の事業では、それらの⼈や家族の負担が増⼤し
ストレスが増えるといった⽅々を対象に、かえるのいえの利⽤またはオンラインで活動を⾏った。
新型コロナ感染予防対策として⼈数制限をした上で利⽤予約を受け付け、相談を受けたりリーダーが中⼼になってイベントを開催したりし、利⽤者どおしがそれぞれ
の交流スタイルに合わせた⽀援を⾏った。オンラインでは定期的に地域共⽣社会学習会やかえるのいえの⽇常、イベントの配信を⾏い、かえるのいえに⾏けなくても
顔馴染みの利⽤者、スタッフと交流することができた。利⽤者が次のステップへ繋がるように、専⾨機関や教育機関への『繋ぎ役』としてフォローをしながら役割を
担うことができた。

設備修繕が完了してい
る

予定したすべての修繕
が完了した。

主な改修を年度当初に集中させたので、利⽤
に⽀障なく改修ができた。1階の冷房設備につ
いては来年度設置する予定。

かえるのいえの運営体制が確⽴されている。
開所⽇数、運営組織、
体制の状況

週4⽇開所、体制が出
来ている

感染警戒レベル５以下
では週３＝４⽇以上開
所。体制ができつつあ
る

実施時期: 2021年3⽉1⽇〜2022年2⽉28⽇
事業対象地域: ⻑野県
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

この事業では、地域の中に多種多様なサポートが⽣まれ、地域全体が包括的な受け⽫となりどんな事例にも常に対応可能となることを⽬標としている。コロナ禍とい
うこともあり、かえるのいえでの相談や活動にも制限が必要となる場⾯はあったが、その中でも、医療・地域包括⽀援センター・保健師・児童相談所・学校・他団体
などとの連携を深める事ができたと感じている。
この⼀年間、居場所での活動を通じて、⽣きづらさを抱えた⽅やご家族には、ライフステージを通じた⽀援態勢が⼤切だということを強く感じる事ができた。不登校
のお⼦さんを連れ相談に来たお⺟様には、介護を必要とするご両親がいる。ひと家族から受ける相談は、⼦育てから看取りまで、多岐に渡った。
地域における切れ⽬のない⽀援は、コロナ禍において更に重要性を増している。⾝内の引きこもり、⼦供の不登校、親の認知症と、さまざま課題が混在する中で、⼀
⼈ひとりが考える⼒を持ち、世代を超えて協⼒しながら⼒を合わせて解決策を模索することが重要となってきている。
かえるのいえに⾜を運んでくれる⼈の多くが、学校や制度からはずれがちな⼦どもや、ご家族だった。個々が抱える問題を改善するために、この⼀年間、他団体や公
的機関との繋がりを深めてきたことにより、それぞれが外との繋がりを少しづつ築きはじめているように感じている。
各地域の居場所やサロンが、難しいケースの相談の⼊り⼝となる事も少なくはない事から、公的機関との連携もさらに強化し、⽬標としている地域全体の変化を今後
も更に⽬指していきたい。

認知症を含む⾼齢者、あらゆる特性の障害児者、ひとり親世帯、養護施設の児童、⾃殺企図者、いわゆる引きこもりや不登校の⼈、⽣活の困難を抱え
ている⼈といった⽣きづらさを抱える⼈とその家族および⽀援者

2022年3⽉10⽇



その他
居場所の不
⾜

中間⽀援者 その他

その他
事業実施上
の困難

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

寄付⾦の総額０円

かえるのいえ運営体制の整備や相談事業、イ
ベント事業などの⽐重が⼤きく、寄付に繋が
る情報発信ができなかった。環境整備を⾏い
つつ、周知活動が今後の課題になる。

３ 運営
・「かえるのいえ」を運営する。新型コロ
ナの対策として、密を避けるために利⽤者
数を制限し、開ける⽇数も徐々に増やして
いく｡ 新型コロナによる状況の変化にも対
応できるように、運営ルールの⾒直しなど
適宜ブラッシュアップする。

ほぼ計画通り

利⽤者を登録した⼈のみとし、利⽤に当たっては①公式Lineからの申込み②リーダーからのイベント呼びかけ③相談継続者へ
の担当者からの誘い、という⽅法をとった。利⽤⼈数は感染警戒レベルに応じて設定した。感染警戒レベル５以上の期間は開
所⽇数を減らしてオンラインや電話の相談を増やすようにした。開所⽇数4⽉〜6⽉週平均3.4⽇、7⽉〜9⽉ 3.1⽇、10⽉〜12⽉
3.3⽇、1⽉〜2⽉ 1.3⽇。感染警戒レベルに応じて飲⾷を伴う活動の制限や予約可能⼈数を減らすなどして対応した。その際の
判断と周知の流れは受付→理事会→リーダー→利⽤者というフローにした。

・コロナ禍によって利⽤者数を制限する
分、オンラインでもイベントに参加できる
ように組み⽴てて、遠⽅からの参加も可能
にする。オンラインとオフラインの双⽅向
のコミュニケーションを創出する。親の会
などと連携し、引きこもりの⼈にも働きか
ける。

計画通り

限定されたメンバーによるオンライン内での交流により、遠⽅の⽅たちとも安⼼して関係性を築き上げることが出来た。コロ
ナの感染拡⼤により⼤⼈数での居場所の活⽤が出来ない時期に関しても、オンラインによるライブ配信イベントを共に楽しむ
ことができ、互いを知り仲間意識を⾼めるきっかけとなった。また、親の会など外部の団体の⽅にも配信を観ていただくこと
により、コロナで⾏き来が難しい時期でも誰をどのように繋げていくかなどをご検討いただける材料となり、⼤いに役に⽴っ
た。それにより相談も増え、実際に⾜を運び始めている事例も増えてきている。

活動 進捗 概要

利⽤者を限定して試しに利⽤してもら
い、改善点を洗い出す。 計画通り

２⽉から３⽉の本利⽤開始前に、ごちゃまぜカフェのころから相談を受けていた⼈やハピスポひろばの協⼒者を中⼼に延べ６
０名程度利⽤してもらい、予約や感染防⽌対策の改善を図った。

２ 改修
⺠家を修繕する。必要なところはバリア
フリーにする。コロナ対策も念頭に置い
て、不⾜している設備や物品を購⼊す
る。

計画通り

改修⼯事は３⽉から５⽉までサッシ、網⼾の交換修繕、畳から床板への張り替え、階段の⼿摺り⼯事、⼟壁の補修、２階エア
コンの設置等を⾏った。２０２２年２⽉からトイレの⽔洗化⼯事を⾏った。コロナ対策では⼿洗い場にせっけん、ハンドペー
パー、⼊⼝他３か所にアルコール消毒液、⽞関に体温計を設置した。ガス湯沸かし器を修繕し、温⽔が出るようにした。 第６
波以降は空気清浄機 等を増やし、感染⼒の強いウイルスにも備えた。

１ 運営準備
事業計画の策定。運営ルールの整備。理
事とリーダーを中⼼とした運営体制の確
⽴。メンバー構成についてはIV.(1)を参
照。

計画通り

公的⽀援に繋がりにくい⽅たちのサポートに携わるということは、かえるのいえの⽴ち上げ当初の予測以上にリー
ダー達への精神的負担が⼤きかった。⽉に⼀度のリーダー会に留まらず、理事とリーダーの連携や情報の共有の場を
多く持つことを⼼掛けた。社会との繋がりが薄く問題を抱える⽅を⽀える⽴場に置かれた際のリーダーへのプレッ
シャーは、運営の計画で我々が想像していた以上のものだった。そこで、事業の後半はリーダーへの負担を考慮し、
イベント、⾏事の際には理事が前半以上に関わりを持ち、⼈が集まる際や判断が難しい時には相談経験が豊富なス
タッフを多く配置することを⼼掛け、無理のない運営体制の確⽴を⽬指した。

⾏政や地域などにコロナ禍において必要
な居場所事業を始めることを周知し、多
様な困りごとを抱える⼈の受け⽫として
認識してもらう。連携体制については
IV.(2)を参照。

計画通り

近隣の住⺠を理事が訪問しかえるのいえの事業について説明。その後「いちごカフェまつしろ」がかえるのいえを利⽤したこ
とで地元社協にも理解していただく機会を得た。かえるのいえについて⻑野市⺠新聞から取材を受け掲載があり、問合せも増
えた。秋以降 FacebookやYouTubeによる公開オンライン企画、関係者が講師を務める講演会等で紹介したことが徐々に周知に
つながり、初めて利⽤する⼈が増えてきた。同じ地域内の⽀援機関との交流が感染拡⼤で遅れていることが課題。

オンラインイベントの活⽤により、つながる
ことができる⼈が増える。

オンラインのイベント
参加⼈数

イベント参加⼈数延べ
800⼈

イベント参加⼈数813
⼈

不定期に⾏われるFacebookを活⽤したオンラ
インイベントを楽しみにしてくださる⽅が増
えつつある。障がいがある⽅や、⽣きづらさ
を抱えた⽅たちだけではなく、全国の福祉関
係で⽀援者として働いている⽅たちなども興
味を持って関わってくださるきっかけとなっ
た。

事業実施以降に⽬標とする状況
⻑野市松代とその周辺地域において、複数分野の課題を抱えていることによって適切な窓⼝にたどり着けない⼈や、公的⽀援につながらない⼈が少なくなる。
⼈とのつながりやリーダーの成⻑により多種多様なサポートが⽣まれ、地域全体が包括的な受け⽫となり、どんな事例にも常に対応可能となる。
かえるのいえが「誰⼀⼈取り残さない社会」と「地域共⽣社会の実現」に貢献し、他の地域にも展開されるようなモデルケースとなる。

考察等

 当初、他団体や地域の学校などとも多く連携をはかることを⽬標に掲げていたが、コロナ禍で活動の範囲が制限される時期が多く、予定していた動きが取れず地域との連携につい
ては限られた範囲にとどまってしまった。その反⾯、SNSや新聞の記事などでかえるのいえの存在を知り、⾜を運んでくれる相談者は多かった。また、同じように居場所づくりに取
り組む団体の⽅の⾒学はコロナ禍であっても感染対策をしながら⾏うことができた。かえるのいえという⼩さな⼀軒の建物の中で⾏われた活動ではあったが、アンケートの結果から
⾒ても利⽤者の満⾜度は⾼く、その場の空気を共に作り上げてくれたリーダーのおかげで、多種多様な取り組みを⾏うことが出来たと感じている。公的⽀援に繋がりにくい⽅が、実
際に外部の団体や⽀援と繋がり始めていることも⼤きな成果と感じている。

オンライン勉強会で地域共⽣社会を学ぶ⼈が
増える。

オンラインの勉強会参
加⼈数

勉強会の参加⼈数延べ
120⼈

勉強会の参加⼈数
延べ225⼈

定期的に地域共⽣社会学習会を開催し、多分野からの
視点で地域共⽣社会を学ぶことができた。参加者の多
くがオンライン会員であったため、更に多くの⼈に周
知されるよう検討が必要。

寄付によって運営が継続できている。 寄附⾦額 寄付⾦の総額50万円



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

企画事業2 ⾷・農業・⾃然・健康・⾳楽を
テーマに活動。共通体験や経験を重ねるこ
とで⾃分⾃⾝を認め、成⻑する機会を提供
する。 ほぼ計画通り

⾷・畑⇒⼤⼈も⼦どもも⼟に触れ元気になり、収穫物を焚⽕で焼いて⾷べ、⾷べ物への感謝を感じた。今後も⾷育は取り組ん
でいきたい。かえるのおとなのがっこう⇒寄せ植え、どくだみバーム作り、パステルアート、更年期のアロマ会、今までのﾊﾋﾟ
ｽﾎﾟひろばやごちゃまぜの繋がりのある⽅にも声をかけた。
⾳楽⇒ウクレレを弾いたり、歌ったりできた。少⼈数での企画、オンライン配信なども企画していきたい。
不登校を語る会⇒⼟器を作り体験から、ざっくばらんに⾃然に話ができたので、今後体験をしながらゆっくり話せる企画を実
施予定。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

⼀年間という短い期間では、不登校や引きこもり、⽣きづらさを抱えた⽅たちが「居場所があることを知り、そこへ⾜を運ぶようになる」というところまでの道筋が
出来ればいいと当初考えていた。しかし、⼀軒家という家庭的な環境の中で、授業のようなカリキュラムもなく、同じような思いを抱えた⽅たちが共に過ごし笑い合
い、時に苦しむ姿を互いに⽀え合うことで、思っていた以上に⼤きな⼼の変化を感じることが出来た。偶然居合わせた不登校の⼦どもの親同⼠が、普段語る事のない
⼼の内を話し互いに励ましあったり、年齢の違う不登校の⼦どもたちと、幼少期同じような思いをして苦しんできた⼤⼈たちが同じゲームをしたり、散歩へ出かけた
りしながら笑い合い、語り合い、⾃然と癒されていく姿が⾒られた。かえるのいえで他者との関係性を築き始めた⼈たちは、外の世界でも関係性を築きたいと感じ、
⾃ら他団体のボランティア活動に参加したり、会社や学校へ⾜を運ぶ回数が増えたりと、実⽣活の変化へも繋がり始めている。この結果から、今後の課題として、他
団体、地域、学校などとの連携を更に強化し、かえるのいえを「⼊⼝」として集まってくれた皆さんの「出⼝」を新たに開拓していく必要性を感じている。

・利⽤者が居場所を利⽤することを⽬的と
せず、次のステージにつなげることを重視
する。利⽤者に合ったフローで次のステー
ジにつなげる。他団体からの紹介→利⽤前
のヒアリング→その⼈に合わせた利⽤→他
団体や福祉サービスにつないで選択肢を増
やすというフローを基本とするが、次の
リーダーになることも次のステージの⼀
つ。それによって、⽀えられる⼈が⽀える
⼈に転換される。

ほぼ計画通り

①他団体からの紹介→利⽤前のヒアリングについて・・・他団体の紹介以外にもSNSや広報等で知った問い合わせも多く、利
⽤前のヒアリングが何回かになることもあったが、その⼈に会った利⽤を計画的に進めることで他の居場所に⾏けない⼈も引
き続き利⽤してもらえることもあった。②その⼈に会った利⽤→他団体や福祉サービスにつないで選択肢を増やす・・につい
ては、不登校、引きこもりの相談家族の多くは地域の⼀番先に相談にいくべき場所にまだつながってないケースが多く、また
相談先とのトラブルを抱える場合もあり、了解の上でフォーマルな相談先につなげた。③次のリーダーの育成・・・１年かけ
て「リーダーの役割」についてスタッフで議論してきたが、来年度以降の活動の組み⽴てにあわせて利⽤者の次のステージに
ついても考えていく。

・「かえるのいえ」で得られた知⾒を元
に、⽉に1回、オンラインの勉強会を開催す
る。案内はウェブサイト及びSNSで⾏う。
福祉関係者、⾏政の関係者、地域の多様な
主体、居場所事業の運営者、障害ある当事
者とその家族などが対象。

計画通り

定期的にオンラインで地域共⽣社会学習会を開催し、⾏政や⾳楽、管理栄養⼠、アート、ITなど多分野の講師陣が、複数の視
点から地域共⽣社会についてを講演していただき学ぶことができた。参加者は当事者や⽀援者、教育など延べ450名。『ふりか
えりの会』と題し、学習会の参加者同⼠の意⾒交換会も各回開催することができた。参加者が多様な意⾒に触れ、地域共⽣社
会について深く考える機会が提供できた。

リーダーによる企画事業を⾏う。
企画事業1 かえるのいえの⼀室を、⾃由に
使えるアトリエにする。アートを通じて⼼
を開放し、⼈と⼈、地域が繋がる場をつく
る。

ほぼ計画通り

アトリエの整備についいては、ほぼ計画通りに実施できた。
部屋では、漫画読んだり、絵を描いたりと、かえるのいえの利⽤者が、⽇常的に使⽤し、創作活動や遊びの場として活⽤出来
ている。また、個別相談の場としても活⽤している。
しかし、当初予定していた障がいのある作家と利⽤する⼦供たちとのアートを通じた交流については、コロナの感染拡⼤に
よって、中⽌となった。

企画事業3 写経や⾔葉を通じて内⾯を⾒つ
め、⼼の安定を図る。聴覚障害について知
るきっかけづくりとして、⼿話歌や当事者
の講話を⾏う。 ほぼ計画通り

写経企画は「ゆる写経」を⽉１回開催。場所はどこでもよい、筆記⽤具は何でもよいといったコンセプトでゆるく毎回4~5⼈が
参加。様⼦をオンライン配信することで、かえるのいえに来られない⼈とも時間を共有。また、お寺の住職を迎えて写経・法
話の会を実施した。
⼿話歌は⼿話サークルでプレを⾏ったものの、その難しさを痛感し、講話も含め実施せず。別途、企画者が⾔葉を発しない⽇
をつくり、利⽤者と筆談・簡単な⼿話で会話を⾏った。聴覚障害の利⽤者が⼀⼈来るようになったので、今後はその⽅と何か
企画をしたい。

企画事業4 園芸、調理、ものづくりなどを
テーマに活動。その⼈が得意な分野を伸ば
して活かし、互いに認め合い、⽀え合う場
をつくる。

遅延あり

オンラインで企画者の体験談を話したものをまとめた動画を各⾃⾒てもらい、その後オンラインで語り合いの場を設けた。コ
ロナ禍によりかえるのいえでの企画開催はできなかったが、オンラインの使い⽅などを考え、より参加しやすい形態を考えら
れた。第三者の体験談から、⾃分の過去や思いに結びつけ、個々の中にある考え⽅を深めることができた。他者の体験を聞く
ことで⾃分の中にある価値観や考え⽅などを再確認し、結果的に⾃分とも向き合う時間になったと思う。

企画事業5 映像や動画配信、IT技術を使
い、「表現」をしたい⼈のサポートをす
る。撮影・映像編集やIT機器の講座を⾏
う。 計画通り

ゲームや配信に興味のある⼦どもが中⼼となり活動を開始した。
得意なことが⾏動意欲に繋がり、次第に他者との交流を持ちはじめ会話が徐々に増えた。
機材を触りたい、ゲーム配信をしたい⽅と⼀緒に配信スタジオを構築し、定期的に配信を⾏い技術⾯のサポートを⾏った。写
真や動画等デジタルデータを残すと同時に⾃⾝や家族の思い出として受け取ってもらうことができた。
反省点は、配信等のニーズが多く配信回数に限りがあったので、今後は理事や他のリーダーと連携し、配信講座の実施や多様
なニーズに応えられる環境を整えたい。

・⽉に1回、リーダー会を開催し、懸念事項
の共有と改善策の実施を⾏う。運⽤状況に
より、適宜、理事会を開催する。 計画通り

⽉に⼀度のリーダー会に加えて、リーダー個々の疑問や不安に関して時間を作り話し合いの場を持つことで問題を解決しなが
ら計画を進めてきた。かえるのいえで起こる出来事を共有し、場⾯に応じた対応を共有することでリーダー⼀⼈ひとりが⾃分
の能⼒を活かして、できることをできる範囲で活動に取り組めるようになりつつある。⼀年間の関わりにより⽉に⼀度の会議
の場でも、個々から積極的な意⾒が聞かれるようになってきている。

・「ハピスポひろば」や「ごちゃまぜカ
フェ」、代表理事の講演活動などで知り
合った団体及び個⼈に事業の案内をする。 ほぼ計画通り

代表が講演会の活動で⾜を運んだ地域の住⺠⾃治協議会や、地域の⽣活⽀援コーディネーター、ボランティアセンター職員な
どに実際に⾜を運んでいただき、かえるのいえの事業に関して広く告知を⾏うことができた。

・これまで連携してきた団体及び個⼈に寄
付の依頼をする。オンラインも活⽤し、場
合によってはクラウドファンディングも利
⽤する｡

遅延あり

公的⽀援に繋がりにくい利⽤者の相談が多岐にわたったことや、周囲との連携をはかる為に対応に時間を費やしてきたため寄
付に関する活動が後回しになってきてしまった。県外も含めて、活動の⽀援的な意味もあるオンライン会員は少しずつ増えて
いる。



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

計画額
3,000,000

0

実績額
2,133,135

0

課題を取り巻く変化

不登校や引きこもりの当事者、⼜はそのご家族から「少しでも普通になりたい」という⾔葉が良く聞かれるが、⾟い気持ちや困りごとを抱えた⽅たちが現状の変化は
少なくとも「今、できることをしてみよう」「外に出れるようになっただけでもいいと思える」など、そのままを受け⼊れることが出来るようになり、⼼の在り⽅が
穏やかになりつつある⼈が増えた。物理的な安全な居場所も⼤切ではあるが、⼀番重要なのは、そこで安⼼し合える⼈間関係と仲間作りであるということを確信する
ことが出来た⼀年間だった。コロナ禍において、いかに安⼼し合える信頼関係を作り上げていくかは、今後の⼤きな課題であり、次の活動の柱となりうる部分とな
る。

いちごカフェ

長野市民協働サポートセンター

ブルースカイ

いちごカフェｉｎかえるのいえを共催。いちごカフェ利用者にかえるのいえを利用していただけるようにした。

Zoom会議で居場所でのスタッフの役割や様々な事情を抱える利用者への対応、相談の受け方について情報交換できた。

71.1%

71.1%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

3,000,000 2,133,135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）

6/3 ⻑野市⺠新聞に掲載。
10/25 インターネット放送局「松代テレビ」に出演。 https://www.youtube.com/watch?v=SZ_hLbu-W_w
11/13 ⻑野県社会福祉協議会主催「信州ふっころフェスティバル」で「かえる放送局」を企画及び運営。
https://www.youtube.com/watch?v=YFegep3u8Hc

かえるのいえ公式サイトにてシンボルマークを記載。（https://kaeru.happyspotclub.org/）

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。

はい

はい

サイトURL : https://happyspotclub.org/about/

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

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

スタッフと情報交換。ブルースカイ出身の不登校経験者の講座を開催した。利用者１名の紹介にもつながった。

連携先 実施内容・結果

内容

補⾜説明
精算期間3/1にトイレ改修⼯事代300,000円、⼿数料660円⽀払。3/10に消耗品等361,544円クレジット引き落と
し。最終実績額2,795,399円、執⾏率93.1%の⾒込み。

執⾏率

長野県LD等発達障害児者親の会よつ葉の会 よつ葉の会からの紹介で、外に居場所がなかった１０代、２０代の人がかえるのいえを利用できるようになった。

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



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
団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた。

⾃由記述

助成⾦を活⽤させていただき古⺠家を利⽤した居場所を持つことで、⼈間関係がかなり苦⼿な⽅も家庭的な環境の中で安⼼してかえるのいえへ⾜を運ぶことが出来たように感じている。ごちゃまぜカフェの
時のように不特定多数の⽅が出⼊りする誰にでも開かれた居場所ではないことから、逆にかなり深刻な相談も今まで以上に増えてきている。引きこもり、不登校など、地域福祉や医療に繋がることも出来て
いなかった⽅たちと向き合う中で、地域社会が抱える多くの問題を改めて突き付けられた気がしている。今後、地域社会が担う役割は、以前にも増し深刻さを増していく中で、私たちが出来ることを積み上
げていきたいと感じている。

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。

いいえ

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 内部に窓⼝を設置


