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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

学習機会の
不⾜/格差

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）*

（４）オンライン学習⽀援

後半になって学習教材の提供がスムーズにな
り、⼦どもが⾃ら教材を画⾯共有して学ぶ場
⾯も増えた（特に⾼校⽣）。必要な⼦どもに
は事前に準備してオンライン⽀援を⾏った。

事業実施以降に⽬標とする状況
⼦ども達は困難な中でも新たな学習環境で諦めずに学びを深めています。中⾼校⽣は希望の進路を選び、⼩学⽣は楽しく学んでいることを⽬標にします。１年後に
は50⼈以上の⼦どもの⽀援を継続と恒常的なスタッフの確保が可能となるよう寄付等で体制を準備しています。構築されたオンラインによる学習⽀援システムを地
域の他の学習⽀援チームに情報発信し、⽀援の輪が広がっている状態を⽬標とします。

オンライン⽀援回数
参加⼦ども数

参加予定数50⼈のア
ンケート

オンライン⽀援回数延
べ349回
参加実⼈数29⼈
アンケート２回実施
（１回⽬は９⽉保護者
と⼦ども、２回⽬は１
⽉⼦ども）

（５）参加した⼦どもが充実した学習ができ
ていたか

実施前の希望アンケート、途中の⾒直し、結
果アンケートを⾏い、課題のある⼦どもには
個別⽀援を⾏った。「コロナの時も家で勉強
する時間が取れてよかった。」（中学⽣）、
「最初苦⼿意識があったが、教えてもらって
⾼校のオンライン授業にも役⽴った。課題報
告もＰCで⼯夫してほめられた。」（⾼校
⽣）等の声が届きました。アンケートの結
果、次年度も引き続き参加予定の⼦どもを把
握した。

PC15台貸与
タブレット７台貸与
ポケットWIFI２台貸
与

WIFI機能は⽐較的整備されていて、PＣ・タ
ブレットが必要な家庭は多い。当初の貸与台
数指標より少ないが、コロナ禍で必要な⼦ど
も全員に貸与できた。⾃宅の機器を利⽤する
⼦どももいた。

（２）対⾯型学習⽀援（オンライン環境を
使って学ぶための正しい技術⽀援・学習⽀
援）

学習⽀援 対⾯型 開
催回数

対⾯型学習⽀援（オン
ラインシステムスキル
⽀援、学習⽀援）年間
40回

42回
年42回開催延べ570⼈の参加（コロナ感染拡
⼤のため７回休⽌しオンラインに切り替え
た）。

（３）学習進路に合わせた学習教材の提供 学習教材の提供数
オンラインでの学習⽀
援延べ200回

オンライン学習⽀援は
延べ349回、中１年、
⼩６年にオンライン時
に学習教材提供

対⾯では会場で検索、プリントして提⽰など
が適時できた。オンラインでは⼩学⽣、中学
１・２年は個別の学習教材の提供が必要と
なった。⾼校⽣は教材を⾃分で⽤意して参加
した。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍でオンライン⼦ども学び応援事業
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: 反貧困セーフティネット・アルプス

事業実施概要

主に⽣活困窮世帯の⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣（不登校、発達障害など学びに困難な状態の⼦どもも含む）松本市、塩尻市、安曇野市などの周辺地域

経済的にオンラインの学びの家庭環境が整っていない⼩中⾼⽣にＰＣやタブレットを貸与し学習⽀援を⾏いました。対⾯型学習⽀援と並⾏し、コロナの再感染拡⼤
にあっても中断することなく、オンラインの学び環境を整え継続して⽀えることができました。学校現場と異なり、オンラインでの１対１の学び⽀援は、学びの情
報を共有し、疑問や意⾒を⾃由に発信でき、学んだ成果を実感できるものとなりました。進路に向けた情報へのアクセスも可能になります。オンライン環境のある
⼦どもには学習進路に応じて学習教材へのアクセスを活⽤し、個別⽀援を⾏いました。スタッフはIT習熟者、⼤学⽣の約15名を中⼼に、学び⽀援システム構築は専
⾨技術者を配置して整えました。

実施時期: 2021年３⽉〜2022年２⽉
事業対象地域: ⻑野県松本地域
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

当初の予想を越え、この間コロナ感染拡⼤の第５波、第6波に⼦どもの学校⽣活や家庭⽣活への影響が⼤きくなりました。公⺠館の対⾯型こどもじゅくも休⽌を余
儀なくされる期間（９⽉、１⽉、２⽉）オンラインこどもじゅくに切り替えて継続、安定して学習⽀援をするができました。⼦どもたちも徐々にオンラインによる
学びに習熟し、貸与したＰＣ機器などを学校⽣活で有効に活⽤し成果が上がったと報告もありました。事業を進める中で学習困難度、機器の操作技術の個⼈差、家
族⽀援の差、教材提供選択などきめ細かい⽀援が求められることが明らかになりました。また、書架カメラで学習内容を写して教える⼿⽴てが必要となり、事業計
画になかったものは他の助成⾦を活⽤しました。
オンライン⽀援で⾼校休学中の⾼校⽣が学びを開始できたこと、アルバイトでこどもじゅく参加が困難な⾼校⽣へのオンライン特別カリキュラムで⽀援できたこ
と、ゲームアプリの利⽤偏重のこどもへの⽀援、学校の学習課題に有効活⽤でき⾃信をつけた⼦どもなど事業を通して⼦どもの困難に寄り添う学習⽀援を進めるこ
とができたことは当初の予定以上の成果となりました。

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）⽣活困窮世帯のオンライン環境が整っ
ていない希望する⼩中⾼⽣30⼈にPCまたはタ
ブレットを貸与

PC貸与台数
タブレット貸与台数
ポケットWI-FI貸与台
数

オンライン環境を持た
ない⼦どもへのPC貸
与12台（主に⾼⽣）
タブレット貸与18台
（主に中・⼩学⽣）



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

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
特になし

計画額
2,773,400
360,000

実績額
2,666,161
360,846

執⾏率

96.6%

96.1%
管理的経費 100.2%

事業費
直接事業費

3,133,400 3,027,007合計

７ 次年度、継続のためのスタッフ確保
や資⾦確保のための広報 計画通り

次年度継続のためのスタッフは今年度の継続スタッフに加え、⼤学の教職センターに新⼊⽣への募集協⼒依頼をした。資⾦は
コロナ禍で個⼈寄付も例年より多く、加えて⺠間助成⾦、松本市の新設の交付⾦利⽤が可能となり、ほぼ確保できている。広
報活動もあわせて⾏う予定である。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

この１年間に第５波、第６波のコロナ感染拡⼤が起き、オンラインこどもじゅく実施は⽬標の１７５％の実施率となり、ニーズに応えることができた。オンライン
学習⽀援システムの有効性を維持するために書架カメラの活⽤が必要となり消耗品費⽤の確保が必要になった。オンラインで学び始めた休学中の不登校⽣、学校の
課題をPCで編集して評価を得た⾼校⽣など学びの広がりに有効に活⽤できた。⼀⽅ゲームアプリにアクセスしタブレットを⻑時間利⽤する⼦どもには利⽤時間のコ
ントロールが必要となる事例も⽣じた。
オンライン学習⽀援は１対１を原則により効果的な⼦ども⽀援が可能となるため、多くの⼦どもへの⽀援はさらに担い⼿拡⼤が求められることが分かりました。

課題を取り巻く変化

経済的に困難を抱えた⾼校⽣は学校⽣活に加えてアルバイトを⾏っており、オンラインも対⾯型も参加時間確保に苦慮している。個別スケジュールを組むには限界
もあり、次年度の開催⽇程は要検討となっている。⼩学⽣はゲーム依存に陥りやすいので貸与機器の管理に家族の協⼒が不可⽋で家族との連携は⽋かせない。
⼦どもたちは学習のみでなく、オンラインでも進路相談などいろいろ話したいと希望が出ており、⼦どもに寄り添うオンラインこどもじゅくも求められていること
がわかった。また、発達障害のためにオンラインこどもじゅく参加を⾒合わせた⼦どももおり、⼦どもの学習の遅れや発達課題にあった指導の在り⽅をオンライン
こどもじゅくでも模索していくことが求められた。

松本シルバー⼈材センター
信州⼤学サークルVOLNET
信州⼤学教職⽀援センター

事業開始前のオンライン関係機器の整備助⾔、社会⼈スタッフのＺOOM技術⽀援
こどもじゅくを活動の場として位置付け対⾯型、オンライン型にスタッフとして協⼒
教員免許取得予定学⽣に対して地域連携活動として参加者募集に協⼒依頼し、資料提供などもできた。

連携先 実施内容・結果

５ オンラインによる学び⽀援（対応で
きる⽇程時間帯の設定による） 計画通り

オンラインこどもじゅくは対⾯型の合間を縫って週１回（午後７時〜８時）開催。グーグルカレンダーに⽉ごとの開催⽇を設
定、参加予定の⼦どもはグーグルドライブに参加予定、学習内容の予定を記載し管理者が事前把握、前⽇にＵRLをスタッフと
⼦どもに送信。当⽇はブレイクアウトルームで基本１対１で学習⽀援を⾏った。安定した⽀援システムは構築できた。

６ アンケート調査（開始時の⼦ども・
家庭ニーズ調査と1年後の満⾜度調査）

計画通り

事業開始準備に合わせて⼩５から⾼校３年までのこどもじゅく参加児童22名にオンラインこどもじゅく参加希望アンケート、
９⽉、１⽉２回満⾜度調査を実施。家族む含めた調査で満⾜度は90％以上となり、技術⽀援を求められたり利⽤頻度のコント
ロールを求められた回答には個別⽀援を実施した。途中新規参加、⾃宅に機器がのある⼦どもも参加した。（こどもじゅく参
加募集は毎⽉新聞４紙で広報）

３ PC,タブレットの貸与並⾏してス
タッフの学習⽀援システムのスキル研修 計画通り

PCなど貸与後、対⾯こどもじゅくでの機器の使い⽅⽀援（書架カメラ、画⾯共有の⼿法、参加予定のドライブへの申し込み
⽅法など）を⾏い、オンラインこどもじゅくでスタッフが実際の⽀援を⾏い、オンラインこどもじゅくの⽀援確保できるよう
に個別の⽀援を実施。スタッフは学⽣スタッフやシルバー⼈材センターからスキル研修を受けた。

４ オンライン活⽤スキル⽀援を対⾯型
で⾏う。対⾯型学習⽀援 計画通り

早い時期に対⾯型こどもじゅくで⼦ども⼀⼈ひとりの状況にあわせてPCなどの使い⽅、ZOOMへのアクセスの実際を教え
た。対⾯型こどもじゅくの学習⽀援により⼦どもの学⼒、興味などの泊ができていたこともオンライン⽀援につなげやすい状
況となった。

１ 助成採択後、貸与するPC、タブ
レット、ポケットWI-FI、学習教材の選
定（無料アプリ使⽤）

計画通り

オンラインこどもじゅくの実施をこどもじゅく参加の⼩５から⾼校⽣までに周知し貸与希望の⼦ども全員に貸与で
きた。コロナ感染拡⼤のため新規参加の⼦どもにも追加で貸与できた。ＷIFI機能がない家庭には家庭訪問し環境を
確認しポケットWIFIの貸与を⾏った。

２ 本事業の周知により貸与希望者、参
加希望者の募集 ほぼ計画通り

事業開始準備と並⾏して⼩５から⾼校３年までのこどもじゅく参加児童22名にオンラインこどもじゅく参加希望アンケートを
実施し、機器の貸与希望をとる。途中新規参加のこどもには申し込み時点でオンラインこどもじゅく参加確認し機器の貸与を
準備した。（こどもじゅく参加募集は毎⽉新聞４紙で広報）

活動 進捗 概要

考察等

この１年間コロナ禍で２度にわたり対⾯のこどもじゅくは休⽌したが、オンラインこどもじゅくにより、⼦どもたちの学び⽀援が継続できました。⾼校３年、中学
３年の⼦ども達は進路希望を諦めず頑張ることができ、⼩学⽣、中１年⽣は機器の使⽤習熟も早く楽しく学ぶ様⼦が⾒られ、⾼校⽣はオンライン授業の中で貸与し
た機器を活⽤し安⼼して学ぶことができたという報告もありました。⽀援延べ回数は当初の⽬標の175％でしたが参加児童数は29⼈と⽬標の58％でした。これは機
器の貸与数、オンラインによる学習⽀援⼈数の限界（１対１を原則、１対２が限度）もあり、情報発信を無料こどもじゅく参加児童の範囲としたためです。この１
年でシステムを構築する初期の⽬的が達成されたので、これを継続させる段階を迎えることになります。社会状況を反映して⼦どもの学習状況の格差はますます広
がっているので 地域にオンライン学習⽀援のノウハウを伝え、学習⽀援を広く定着させてくことが求められています。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

内容

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

３⽉15⽇、当団体の監事による監査を実施。会計帳票、活動内容について監査の結果、
事業が適正に⾏われていることを確認したと報告を受けた。監査結果は４⽉７⽇の世話
⼈会で報告予定。

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）

新聞４紙に毎⽉無料こどもじゅくの開催⽇程を掲載
⻑野県信州こどもカフェ開催予定を前⽉に報告し、県のHPに掲載
SNSでこどもじゅく情報を発信 「教育のひろば」季刊誌に活動報告レポート掲載（学⽣スタッフによる）

事業費を使って作成した広告物はない

「教育のひろば」季刊誌に「オンライン学習⽀援の報告と⾒解」レポート（学⽣スタッフによる）

購⼊し、貸与したPC,タブレットにシンボルマークを掲⽰

⾃由記述

多くの困窮世帯の⼦ども達が利⽤している「無料こどもじゅく」では、コロナ禍でPCなどの環境が整わず困っていることを懸念していました。休眠預⾦の活⽤により⼦どもたちの学び環境を応援できる道
を開くことができました。対⾯型の⽀援からオンラインによる⽀援はシステム構築、技術⽀援など想定以上に課題がありました。学⽣スタッフを中⼼にした積極的な姿勢に⽀えられました。⼦どもたちの
様々な困難も３回のアンケート、オンラインによる個別の⾯談などで浮き彫りになることもありました。私たちのような⼩さな任意団体のこうした取り組みもみらい基⾦の助⾔がなければ困難です。休眠
預⾦の事業は予算の使い⽅、事務処理など習熟も課題でした。しかし、この１年でオンラインこどもじゅくの改善点などはあるものの⼟台を築くことができ、次年度につなげることが⾒通せる状況となり
ました。私たちの経験はまだ⼩さな点に過ぎませんが、⼦どもたちのために社会システムとして⼦どもたちのオンライン学びができるようになることを望んでいます。

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

はい

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。

はい

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

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

未公開
任意団体のため当団体が独⾃に管理するHPを開設しておらず、SNSには活動を
知らせるものに限定した。

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。 いいえ ⽉１回の活動報告を実施しており利益相反の事案が無いことを確認している。

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


