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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 

(1) 2階の部屋や引き⼾等必要箇所の修繕はほぼ完了。
(2) 理事とリーダーで会議を重ね、個々の視点から利⽤者の⼼の置き場の提供と問題解決にあたっている。開所⽇
数は⽬標の週4⽇に対し、現在週3⽇程度。平⽇に動けるスタッフが少ないため、シフトを調整するなど後半で改
善を図る。
(3) ⽬標数50に対し、医療機関、地域包括⽀援センターなど公的機関を中⼼に15機関と連携。今後は地域の市⺠
団体との連携を予定しており、⽬標の50団体到達を⽬指す。
(4) 相談件数⽬標1,500件に対し、現在延べ456件。SNSメッセージ、かえるのいえでの直接相談が中⼼。現状の
ままでは着地⾒込みが約1,000件であるが、zoom等オンライン相談も活⽤し少しでも⽬標件数に近づける。
(5) ⽬標⼈数20⼈に対し、現在17⼈が保健師や基幹センター等と繋がることが出来ている。
(6) 利⽤者の課題解決・利⽤による変化については、アンケートを2022年2⽉までに実施予定。
(7) イベント参加者数⽬標800⼈に対し、現在延べ207⼈。後半は企画数・情報発信を増やし、参加者増加を図
る。
(8) ⽉1回のペースで勉強会を開催。参加⼈数⽬標120⼈に対し、現在延べ128⼈。⼀般公開での配信も⾏った。
(9) 現状寄付は0円。寄付ではなく利⽤者の会費による運営の継続を⽬指している。

(1) かえるのいえが施設として運⽤できる状態になる。
(2) かえるのいえの運営体制が確⽴されている。

(3) かえるのいえが他団体と連携できている。

(4) 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。
(5) 適した団体や福祉サービスにつながる⼈が増える。
(6) 困りごとを抱えた⼈の課題の解決の⽅向が⾒いだせる。
(7) 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。
(8) オンライン勉強会で地域共⽣社会を学ぶ⼈が増える。
(9) 寄付によって運営が継続できている。

活動 進捗状況 概要

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。

ほぼ計画通り
事業計画の策定と合わせて、コロナ禍での居場所の利⽤ルール、利⽤者受付⼈数設定とウェブサイトを
使った利⽤者登録、利⽤受付⽅法を決めた。理事が運営管理と利⽤者の⽣きづらさについての相談部⾨
を担当し、リーダーがそれぞれの活動を実施するという役割分担を確認した。

・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。

遅延あり

近隣の住⺠を理事が訪問し、法⼈の⽬指すところ、かえるのいえの事業について説明。その後「発達障
がい者サポーターカフェ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。その他はFacebookなどSNSによる周知活動にとどまっている。⼀度利⽤した
⼈や法⼈関係者のつながりによる⼝コミで、松代地区や⻑野市千曲市から利⽤者が増えてきている。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された。

事業対象地域: ⻑野県⻑野市

事業対象者:

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

事業概要

コロナ禍による課題の深刻化を踏まえ、⻑野県⻑野市松代に、福祉制度を利⽤できず⾏き場のない⼈や多様な困りごとを抱えた⼈のための居場所「かえるのい
え」を展開する。周辺地域や⾏政と連携し、相談の受け⽫としても機能する。利⽤者が特定の居場所に集中しないように、利⽤者に合った他団体や福祉サービス
につなげることを重視する。居場所は数⼈のリーダーによって運営され、当法⼈の理事はリーダーの活動をサポートする。利⽤者が次のリーダーになることもあ
る（役割の転換）。居場所の運営を通じて、地域の多様な課題解決能⼒を育成する。コロナ禍においてもつながりが顕在化できるように、オンラインでイベント
や勉強会を開催する。

総括

様々な困りごとを抱えた⽅たちと個別に関わりを深めることができた。また少⼈数での集まりを通じて、地域とのつながりを築くこともでき始めている。コロナ
禍における安全対策のため完全登録制かつ完全予約制とし、利⽤者の不安を軽減した。リーダー制による運営に関しては、情報の共有に課題が⾒えてきている。
多様な解決策の⽣み出し⽅や個々の取り組みを共有することで、今後の活動につなげたい。

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態 ） 進捗状況

進捗報告書 （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: 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
実施時期: 2021年３⽉〜2022年２⽉



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

担当リーダーが諏訪地域に住んでいるため、感染状況の悪化等で来訪できないということがあったが、
SNSを利⽤してアート部屋の内装について指⽰をもらう、リーダー以外の⼈にファシリテートをお願い
するなどして、アート部屋の内装と⼩さなワークショップを開催してきた。同時に利⽤者には道具など
も⾃由に使って創作活動ができる部屋として少しずつ利⽤してもらっている。

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

おとなたちも楽しめる活動ということで、「⼤⼈の学校」としてミニイベントを開催している。（寄せ
植え教室、畑作業、どくだみ教室、アート活動など）
参加者や教室の講師は、ごちゃまぜカフェ、ハピスポひろばの関係やつながりを⼤切にしている。
毎回、⾃分への問い、⾃分とは？を表現するミニワークを⾃⼰紹介とし、⾃分の価値観を⼤切にした
り、⾃分やお互いを認める時間としている。
感染レベルに応じた活動を⾏っている。

・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。

ほぼ計画通り

オンラインによる活動を促進するために、かえるのいえにWi-Fi環境を整え、配信を専⾨に⾏う部屋を
設置。必要な機器を購⼊し、定期と不定期を組み合わせて配信している。具体的には、オンライン会員
及び⽉会員をFacebookグループに招待し、そこから⽉２回の学習会、⽉２、３回のZoomによるおしゃ
べり会の予定を告知し参加してもらうという⽅法。有料会員向け配信以外にかえるのいえを知ってもら
う⽬的で15〜20名に１ヶ⽉に１回程度の無料配信を⾏っている。
これまでかえるのいえらしいオンラインイベントを開催できたと思う。多くの⼈の注⽬を集めるエンタ
テインメント性の⾼いものではなく、⼈と⼈との距離を縮めて関係性を深めることによってコロナ禍に
おける孤独感を軽減できた。この活動はこれからも継続していきたい。
今後は運営資⾦の安定化を⽬指すため、オンライン会員を増やすための活動も実施したい。他団体との
つながりができてきたので、他団体とのコラボレーションができないかなど検討する。

・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

会員登録が済んだ会員に利⽤前のヒアリングを⾏い、その⼈に合わせた利⽤を利⽤者と⼀緒に考えてと
いうやり⽅をとっている。その⼀⽅でリーダーの活動に参加したごちゃまぜカフェのころからの関係者
やその家族とも、⼼の距離を保ちながら徐々につながることも⼤事にしている。利⽤後には、親に促さ
れてしぶしぶかえるのいえに来ていた不登校のお⼦さんが、⾃ら望んでかえるのいえに来ることを希望
し、かえるのいえでこんなことをしたいと⾃ら提案するようになった、家でもほとんど⾔葉でのやりと
りがなかった⼈が声を発するようになった等、ごちゃまぜカフェの時には無かった変化が3〜４カ⽉の
利⽤で⾒られるようになっている。これについて利⽤者や家族への聞き取りから、「やらされ感がな
い」「⾃分の好きなことを認めてくれる。」「⼈数が少ないので圧迫感がない。」などの理由があげら
れた。これらの成果は理事、リーダーで共有するようにした。

・「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。

ほぼ計画通り

理事、リーダーのなかでもこれまで学習会の進⾏役として関わってこなかった若⼿に「地域共⽣社会学
習会」の企画と進⾏を任せることにした。丁寧な企画と進⾏で講師として話をするリーダーとも絶妙な
呼吸で毎回充実した内容となっている。配信への参加者がまだ少なめ（１５〜２０名）なので、今後ど
のように広げて⾏くのかが課題と⾔える。軽いテーマで話すZoomの座談会などやりながら参加しても
らいやすい形を模索している。

・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。

ほぼ計画通り
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６０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。

ほぼ計画通り

改修⼯事は３⽉から開始し、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。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。

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。

計画通り

利⽤は会員登録制として、ホームページから会員登録できるようにし、登録した⼈とすでに相談を開始
していた⼈から徐々に利⽤してもらった。利⽤状況に応じて⽉会員、オンライン会員、単発会員制と
し、会費の徴収は現⾦及びネットを利⽤したカード払いにした。登録会員数は８/３１現在６４名。４
⽉から８⽉の開所した⽇数はそれぞれ１２、１６、１３、１８、１１⽇。利⽤受付の煩雑さを回避する
ために公式LINEからの予約受付を試験運⽤している。



Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

事業費

合計 \1,269,980 \1,730,020 \3,000,000 \1,362,194 45%

補⾜説明 特に無し

直接事業費 \1,269,980 \1,730,020 \3,000,000 \1,362,194 45%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

・「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。

遅延あり
思った以上に運営スタッフとして動ける⼈の⼈数が少なく、また、運営していくなかでの⼩さな課題が
多く、代表理事の対外的な活動時間が少なくなっている。今後、講演活動などで知り合った団体及び個
⼈に事業の案内を計画する。

・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
寄付的な活動はオンライン会員への参加呼びかけにとどまっている。今後は、オンラインも活⽤して広
く呼びかけをし、場合によってはクラウドファンディングも検討していく。

⾃由記述

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。しか
し、コロナ感染者の急増と警戒レベルが最⾼に達するという状況が続く中で、相談したくても相談を躊躇する傾向があるのか、相談数は予定より少ない。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は深まりつつあり、問題を抱える⼈たちを次のステップへとつなげること
ができはじめている。新型コロナウィルスの流⾏に加え、家族の引きこもり、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、世代を越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。これらの問題を地域の中で改善するためには、他団体や公的
機関とのつながりを深める必要があり、そのためには互いの積極的なコミュニケーションが重要となる。感染警戒レベルに応じて困りごとを抱えた⼈以外の利⽤
を極⼒おさえていたが、今後はかえるのいえの様⼦や現状を把握してもらうための⾒学者を増やし、受け⽫となり得る他団体、⼜は公的機関との連携をさらに強
化し、⽬標としている地域全体の変化を⽬指す。

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

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
担当リーダーが出産後間もないため、かえるのいえにかかわる時間がもてていないのが悩み。ゆっくり
のペースでいいので納得してリーダー⾃⾝の持ち味を発揮できるよう、周囲のフォローも必要だと考え
ている。今後、周囲のスタッフが互いに認め合い、⽀え合う場をつくる。

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。

ほぼ計画通り

機器の購⼊や配信部屋のレイアウトなど、計画に沿って実施してきた。かえるのいえのオンライン配信
では、配信を⽀えるだけでなく10代、20代の興味ある⼦たちに配信の様⼦を⾒てもらったり、⼀緒に
ゲーム配信するなどしている。その他、利⽤している⼦供たちのやりたい気持ちのお⼿伝いとして、
ゲーム、イラスト、写真撮影などに協⼒している。

・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１回２時間程度のリーダー会を理事も参加して開催。各リーダーから進捗状況の報告を受けたり、共
通の課題について議論したりしている。理事はそれ以外に⽉２回程度の理事会で運営についての課題の
共有、整理をしている。

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回のペースで開催。場所はどこでもよい、筆記⽤具は何でもよいといっ
たコンセプトで堅苦しさを抜き、気楽に気軽に参加してもらっている。またオンラインでも配信するこ
とで、かえるのいえに来られない⼈とも時間を共有するようにしている。今後は「⼿話・筆談の⽇」を
企画予定。



Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

有

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催され
ていますか。

はい

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
内部通報規程を整備し、理事及び正会員に周知している。内部通
報窓⼝の責任者は監事とし、違反⾏為があった場合は速やかに監
事に通報または相談するように伝えている。

リーダーの役割として、リーダーたちがそれぞれの世界観で⼈と世の中をつないでいき新しく懐かしい居場所を作り上げていくと共に、居場所を利⽤する個々が
抱えた⽣きづらさに寄りそっていくことを⽬標とした。しかし、⾃⾝も⽣きづらさを抱える⼈が他⼈の⽣きづらさに寄り添うことは簡単なことではない。⾃分⾃
⾝の体調やメンタルと向き合いながら続けていくには、環境⾯での配慮、理事や他のリーダーとのコミュニケーションの取り⽅の⼯夫、利⽤者との距離を考えな
がら、リーダーが⾃⾝の役割を設定できるような場も必要だと感じている。かえるのいえの活動は⽀えたり⽀えられたりなんだということを何度も振り返りなが
ら、ミーティングを繰り返している。オンラインミーティングは頻繁に開催できるが、細かい部分が伝わりにくく、誤解も⽣じがちである。

⾃由記述

地域の課題解決へ向け、プラットフォーム作りの重要性があちこちで話し合われている。分野、領域を越えた地域づくりの担い⼿が出会い、さらなる展開が⽣ま
れる場がプラットフォームであると⾔われている。⾏政の事業における計画だけで終わらないネットワーク作りと、そこで出会った⼈の個々のストーリーから互
いに学ぶことが何よりも重要であると、かえるのいえの活動を通じ感じている。かえるのいえが担うプラットフォームを意識し、場所ではなく⼈が作る空間であ
ることを忘れずに、今後の活動につなげたい。

Ⅷ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・
雑誌・WEB等）

⻑野市⺠新聞（2021年6⽉3⽇）の1⾯に掲載。⾒出しは「引きこもり 居場所に」。
松代地区社会福祉協議会が発⾏する「松代地区福祉マップ」に掲載予定。

広報制作物等

かえるのいえ公式ウェブサイトを制作。 https://kaeru.happyspotclub.org/
かえるのいえオンライン会員向けに⾮公開のFacebookグループを制作。
かえるのいえ会員向けに⾮公開のLINE公式アカウントを制作。
いずれも当該事業費は使⽤せず、当法⼈の活動費で制作及び運営している。

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応


