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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
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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

居場所の不
⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

実施時期: 2020年４⽉〜2021年２⽉
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

体験プログラムは、コロナの第6波で⼤北地域の学校に感染者が出てキャンセルが相次いだこともあったが、保護者の「こんな状況の中でも開催してもらえてよかった」と
いう感想からも、学校の体験活動や地域の⾏事が次々中⽌する中で実施した意義を感じた。参加者には学校に居場所がない不登校の⼦どももいて、学校外で開くことの意
義も感じた。⻑期休みの居場所は「丸⼀⽇、昼⾷・おやつつき」がキャンセル待ちが出るほど⼈気で、地域の⽅々にボランティアとして⼊っていただく機会にもなり、異
世代交流・⾷育・ボードゲームによるコミュニケーションも成果があった。
しかしながら、塾に⾏けないような経済的に厳しい家庭の⼦どもの学習⽀援・居場所として開催した放課後⾃習室は、参加者は⾃発的に勉強をしたい”優等⽣”が多く、対象
者には情報が届かないかニーズが合わなかったのかキャッチすることができなかった。
探求プログラムの開拓では、キャリア⽀援は「アントレプレナーシップ教育」につながり、⿊部ダム、森林プログラム、⼤町ダム、SDGsは今後、教育旅⾏や個⼈旅⾏で都
会の⼦どもたちを招く素材やプログラムとして検討・蓄積することができた。

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体験・探求プログラムの整備が進み、提供
体制が整っている。

・提供可能な体験・探求
プログラム数
・体験イベントの参加者
数

・現在４→10
・延べ参加者数40⼈→
200⼈

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナに負けない⼦どもの居場所創出事業
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: 特定⾮営利活動法⼈ぐるったネットワーク⼤町

事業実施概要

コロナ禍で学校での体験型学習や実習、協働体験などの中⽌が相次ぐ中、主に⼩学⽣を対象として8種類13回の多彩な体験イベントを実施し、⼤北地域の⾃然や⾷⽂化を体
験・体感したり、地域を知る機会を作った。
また、オンライン授業等で⾃主学習が苦⼿な⼦どもたちの学習⽀援も兼ねた「居場所」として、中⾼⽣対象の放課後⾃習室や⻑期休みの⼩中学⽣を対象に宿題⽚づけ隊を
開き、不登校の⼦どもたちの居場所も試⾏した。2⽉には仁科台中学校266名に放課後の過ごし⽅についてアンケート調査を⾏った。
探求プログラムの開発では、中学校でのキャリア⽀援、⽴⼭⿊部アルペンルートでツアー研修、森林プログラムの開拓、SDGs勉強会、⼤町ダムの学習ツール開発に取り組
んだ。
体験・居場所の次のステップとして「アントレプレナーシップ教育」の勉強会を⾏い、中⾼⽣につけたい⼒、その内容や⽅法について意⾒を交換した。
体験プログラムの実施や探求プログラムの開発をベースに、地元だけでなく都会の⼦どもたちへの体験提供や学習旅⾏の受け⼊れを⾏うために合同会社を設⽴し、2⽉には
県の旅⾏業に登録（地域限定）されて、新たな事業を展開する下地が整った。

①⻑野県北アルプス地域の⼩中学⽣、⾼校⽣  ②全国から北アルプス地域に教育旅⾏で訪れる⼩中学⽣、⾼校⽣

プログラム数 8
参加者数 180⼈

各回15〜30⼈の定員がほぼ満席となり、⼩学⽣の野外体
験へのニーズはかなりあることがわかった。どちらかと
いえば教育熱⼼で協⼒的な親が多く、毎回楽しみにして
くれているリピーターもできた。

②⼦ども達にとって勉強以外でも⾃分の価値
を認められる場がある。

・連携した団体数をカウ
ント
・メール案内希望者をカ
ウント
・参加した⼦どもにアン
ケートをとり感想を集め
る

・連携団体20団体
・メール案内希望者20
⼈→60⼈
・⾃⼰肯定感につながる
回答70％
 地域の⾒直しにつなが
る回答70％

・連携団体 31団体
・メール案内希望者129
名
・⾃⼰肯定感につながる
回答 75％
・地域の再評価 69％

市内⼩中学校（特に仁科台中）や周辺市町も含めた教育
委員会と連携し、博物館、⾃然学校や漁協、社協など
様々な機関・団体の協⼒を得ることができた。満⾜度も
概ね⾼く、保護者の70％が⼤変満⾜、⼦どもの71％がま
た参加したいと回答あり。メールの案内希望者も⼤幅に
増え、学校経由でチラシを撒かなくても参加者を集めら
れるようになってきた。

③地域の居場所のニーズが把握され、学校教
育と連携しながら整備が進んでいる。 ・⾃習室参加者の実⼈数

・関わったボランティア
の実⼈数
・ニーズ調査実現の有無

・⾃習室20⼈、夏休み
30⼈
・ボランティア５⼈→
10⼈
・ニーズ調査1回

・⾃習室13⼈、夏休み
⼈58⼈、冬休み21⼈
・ボランティア11⼈
・ニーズ調査 1回

夏休みの宿題かたづけ隊は2⽇で申込が埋まるほど⼈気
があったが、⾃習室は伸び悩んだ。2⽉に中学⽣の放課
後の過ごし⽅のアンケートを⾏い、学校・塾習い事・⾃
宅以外の居場所は乏しい傾向が⾒えたが、学校内、学校
の近所の⾃習室に⼈が集まらない理由は解明されなかっ
た。

④⼦ども達に勉強を教えてくれたり話をきい
てくれたりする⼤⼈がいる。 ・学習会に申込んだ⼈

数をカウント
・学習会申込み50⼈ 学習会参加者 15⼈

体験の次のステップ、⾝に着けたい⼒として「起業する
⼒、アントレプレナーシップ教育」について、教員や保
護者、地域の関係者と学び、次の展開を考えて意⾒交換
する機会になった。

事業実施以降に⽬標とする状況
１）地域内外の⼦ども達に、地域性を活かした⾃然体験や学びのプログラムを提供する仕組みがあり、活⽤されている。２）⼦ども達がさまざまな体験や探求、
多世代交流を通じて、⾃⼰肯定感と郷⼟愛、課題解決能⼒を培っている。３）地域に誰でも使える⼦どもの居場所があり、⾒守る⼤⼈がいて、学校と連携している。４）
これらの実績が蓄積され、学習旅⾏のプログラムとして提供されることで収⼊が確保され、本活動が継続できている。

考察等

１）地域内の⼦どもたちに対しては、体験、学びのプログラムがかなり蓄積できた。地域外の⼦どもたちについては旅⾏社を設⽴し、教育旅⾏や個⼈旅⾏の形で提供して
いく予定。地域内の⼦どもたちについては、引き続きNPOで提供していく。
２）⾃⼰肯定感と郷⼟愛については⼿ごたえがあったが、課題解決能⼒については、体験の次のステップとしてアントレプレナーシップ教育などによって育むべき能⼒と
考える。またファミリーでの参加も多く、親も⼀緒に地域について学んだり、他の⼦どもも気にかける場としても活⽤していきたい。
３）⻑期休みの居場所は、地域のボランティアや⾼校⽣の活躍の場としても効果が⼤きく、参加者に昼⾷代の負担を求めるなど継続できる⽅法を検討中。放課後⾃習室に
ついては、学校外で取り組むには対象の設定や内容の⾒直しが必要で、学校の先⽣と連携しながら「地域の⼤⼈と出会い、地域で学ぶ場」として中⾼⽣対象のアントレプ
レナーシップ教育の⽅へ移⾏していく予定。
４）地域外の⼦どもたちを対象とした学習旅⾏については、10⽉に合同会社を⽴ち上げたが、まだ安定した収⼊を得るまでには⾄っていない。



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

１ 体験イベントの開催 8種類10回程度
（ライチョウの餌づくり、⿂釣り体験、
湖でのカヌー体験、電⾞の旅、野沢菜漬
け、冬の森での動物探検など）

計画通り

8種類の体験イベントを13回開催。
5/22「集まれ！ライチョウ応援隊」7家族18⼈、6/13「⽵林整備＆淡⽵ツアー」6家族14⼈
7/27「⿅島川で遊ぼう」⼦ども18⼈、⼤⼈7⼈、8/7、10「⽊崎湖でカヌー体験」2時間×4回、計58⼈
11/14「⼤⽷線の旅」⼦ども19⼈、ボランティア4⼈、11/24,27,28「野沢菜漬け」3⽇間 ⼦ども12⼈、⼤⼈31⼈、
1/23「カンジキハイク」9家族19⼈、2/5「冬の動物探検物語」5家族9⼈

２ 地域性を活かした4テーマについて、
探求プログラムの開発（地質・フォッサ
マグナ、気象・温暖化、⿊部ダム・エネ
ルギー、SDGs）

計画通り

１）キャリア⽀援：仁科台中学校で6/4に中2⽣向けに講話、7/16⼤⼈12⼈を招き20分×2回の職業講話を⾏った。
２）⿊部ダム：10/13と11/8に⿊部ダム〜室堂でツアー研修会を9⼈で⾏い、後⽇提供できるコンテンツの検討を⾏った。。
３）森林：12/24に森林索道の視察勉強会を8⼈、2/26に⽩樺の樹液モニターツアーを10⼈で⾏い、可能性を探った。
４）SDGs：11/26、12/6に⼤町市の勉強会に参加。企画にあたり教材や情報を提供。
５）⼤町ダム：南⼩と仁科台中学校で理科・社会の先⽣にヒアリングし、⼩学校向けの学習ツールを開発した。

活動 進捗 概要

５ 不登校の⼦どもを想定したサードプ
レイスの試⾏ 2回

ほぼ計画通り
4/20「ホグレル〜体をほぐしながらウォーキング！ 花の⽔辺を⼀緒に歩こう！」通信制⾼校⽣2⼈参加。市教委の担当者と相談、市
内のフリースクール2か所を⾒学。
10/30にハロウィンイベントを実施。不登校2家族5⼈を含む、約60⼈が参加。

７ 地元を含む教育関係者や学習旅⾏を
扱う旅⾏会社にむけた、提供できるプロ
グラムの案内資料作成 A4版フルカ
ラー8⾴を1,000冊

計画通り
2⽉にA4オールカラー8ページで2000部作成。今年度の体験プログラム、居場所プログラム、その成果を紹介。今後の展開についても
掲載。4⽉以降に市内の⼩学校に配布予定。

３ 夏季休暇に合わせて、⼩・中学⽣向
けに昼⾷付き⾃習室を試⾏ 5回

ほぼ計画通り
8/2,3,5「夏休宿題⽚付け隊」⼩中学⽣が計95⼈。宿題やポスター制作、ボードゲームを楽しんだ。昼⾷とおやつも好評だった。
12/27「冬休み宿題⽚づけ隊」⼩中学⽣21⼈ 宿題、書初め、ネパールの国際理解と⾷育、ボードゲームなどを⾏った。

４ 平⽇の放課後、中⾼⽣向けにおやつ
付き放課後⾃習室を試⾏ ⽉に1回×10
か⽉

計画通り
⽔曜の放課後15:30〜19:00に⽉1〜2回、計8回⾃習室を実施。ボランティアが課題を⾒たり、おやつを提供したりした。5/26、6/16、
30、7/14、9/15、10/6、10/27、11/17に開催（1/12と2/9はコロナで中⽌）、計45⼈の中⾼⽣が参加。仁科台中学校でも学校側の求
めに応じて12/8,9,10,13,14に開催、中学⽣22⼈が参加。

６ ⻑野県教育委員会が推進している
「新たな社会を創造する⼒」を地域で育
むための学習会（当事業の活動報告を含
む） 1回

計画通り
2/19「⼦どもたちに次世代を切り拓く⼒を育むアントレプレナーシップ教育」をオフ＋オンラインの研修会を北アルプス Youth Entre
実⾏委員会と共催で開催。京都のNPO法⼈アントレプレナーシップ開発センター理事⻑の原⽥ 紀久⼦さん原⽥ 紀久⼦さんを講師に、
講座とワークショップを⾏った。学校教員2名を含む15名が参加。

千年の森⾃然学校
中部北安漁協組合
⼤町市⽴仁科台中学校

⼭林における体験プログラム、「ライチョウの餌づくり」と「冬の動物探検物語」でガイドや会場を提供。森林プログラムの探求にも関わる。
夏の体験プログラム「⿅島川で遊ぼう」でイワナの放流、摑み取り、塩焼きでお世話になった。
キャリア教育の⽀援、⾃習室の広報、中学校内の⾃習室、全学年を対象とした「放課後の過ごし⽅」アンケートで連携が進んだ。

連携先 実施内容・結果

⼭仕事創造舎 林業者の団体で森林プログラムの探求で連携している。

⼤町市⽴南⼩学校
⼤町ロータリークラブ 夏休み宿題かたづけ隊で、⼀⼈1500円相当のお弁当を提供いただき、⾷育もすることができて⼤変好評だった。

⼤町ダムの学習プログラムについて、ヒアリング調査を⾏い、⼩学⽣向けの教材を検討、開発した。

⼭川草⽊ ⽊材活⽤・森林教育の推進団体で森林プログラムの探求で連携している。

８ ウェブサイトやSNSでの発信 30回
以上

計画通り

「ライチョウ応援隊」と「⽵林整備＆淡⽵ツアー」をYouTubeにアップ。「⿅島川で遊ぼう」「宿題かたづけ隊（夏・冬）」「⽊崎
湖カヌー体験」の案内とレポート、「⼤⽷線の旅」「野沢菜漬け体験」「カンジキをはいて遊ぼう・冬の動物探検物語」「アントレ
プレナーシップ教育勉強会」「⽩樺の樹液を味わおう」の案内をWebサイトに計16回アップ。Facebookには24回掲載。Instagram、
Twitterも活⽤中。

９ 学校・教育委員会を通じたニーズ調
査とビジョンの共有、居場所を継続する
ための地域団体・地元住⺠の巻込み

計画通り

仁科台中学校とは、キャリア⽀援でニーズを伺ったり、放課後⾃習室では毎回校内放送などの広報協⼒をいただいた。2⽉に仁科台中
学校で全校⽣徒266名に協働でアンケート調査を⾏い、放課後の過ごし⽅、居場所にほしいものや場所、起業についての関⼼などを尋
ねた。野外体験・居場所づくり・探求事業ではほぼ毎回、地元の団体やお店などに協⼒を得ることができた。⼤⽷線の旅と宿題⽚づ
け隊では保護者3⼈や地域の⼈たちにボランティアとして関わってもらうことができた。⿅島川、宿題かたづけ隊、ハロウィンイベン
トでは⾼校⽣ボランティアの活躍の場にもなった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・体験プログラムは複数回参加の保護者数⼈にボランティア・スタッフをお願いしたところ快く引き受けてくださり、今後は運営側としても協⼒を得られそうな関係性が
できて、助成⾦終了後も活動を継続していく道筋が⾒えてきた。
・退職者でボランティア参加を楽しみにしている⽅もいて、多世代交流やお互いの「居場所」として学びの場をつくっていくことも意義がある。
・仁科台中学校の三者⾯談の期間に学校から協⼒を求められて、学校内で放課後⾃習室を5⽇間、開催することができた。
・通信制⾼校の⾼校⽣ボランティアが、⼦どもたちに近い⽴場で遊びのリーダーとして活躍。中⾼⽣が地域とつながり、存在価値を⾒出す場として、各種イベントに中⾼
⽣、特に不登校や通信制⾼校の⽣徒など地域での居場所が乏しい若者を積極的に巻きこんでいきたい。

課題を取り巻く変化

地域でつくる体験・学びの場づくりについては、単なる知識や体験の提供ではなく、⼦どもたちが⾃ら考え、地域の課題を知ったり、解決の⽷⼝を⾒つけたり、
実際に体を動かして実践してみるような組み⽴てが必要。また、参加者をできるだけ「お客様」「サービス受益者」にせず、参加者と共に「地域の学び場」作っ
ていくことによって、活動の広がりや継続を⽬指す。リピーターの保護者に理解・協⼒を求め、ボランティアスタッフとして動いてもらえる形をつくっていく。
また、メール登録者は増えたものの、保護者の世代のメール使⽤頻度が意外と低く、メールが届かないことが度々あった。このため今後は公式LINEに登録してもらって情
報をやりとりできるように整備を始めており、今回作成した報告書にも案内を載せている。
⾃習室にしても体験プログラムにしても、経済的に厳しい家庭の⼦どもの参加は少なく、教育熱⼼な保護者の家庭が多いと感じる。今後放課後⾃習室に代わる中⾼⽣に向
けた地域の居場所づくりの意味でも、起業家教育のプログラムを開拓・実施し、「地域の教育⼒」の底上げを⽬指していきたいと考えている。

⼤北地域のアントレプレナーシップ教育の推進を⽬的に新たに⽴ち上げた団体。勉強会を共催した。北アルプスYouth Entre



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

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開 3⽉の理事会で承認を得たら公開できる状況にはある。

変更はなかった

状況 内容

いいえ 3⽉の理事会で承認を得たら公開できる状況にはある。

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 定期的には⾏っていないが、事務局が役職員の動向は把握している。

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 5/25に理事会、6/3に社員総会を開催。3⽉中に理事会を開催し、規定類の承認を得る予定。

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
スタッフが少なく財政規模も⼩さい団体なので、コンプライアンス、内部通報、利益相反防⽌
については、実際のガバナンスと照らし合わせて団体の⾝の丈にあったものを作成することが
難しかった。

必要な規定はすべて⽂案を作成し、3⽉の理事会で承認を得る準備は整った。

⾃由記述

今回、休眠預⾦の助成⾦をいただいて様々な事業を実施したことで、地域のニーズが掴め、協働した団体ともよい関係を築くことができました。また、事業で実施したプログラムを活かすために旅⾏社を設⽴した
り、北アルプスYouth Entreといった団体の設⽴にもつながり、今後の事業を展開していく地盤もつくることができました。事業の運営については、⻑野県みらい基⾦さんに伴⾛していただき、⼤変助かりました。
2022年度についてはいくつかの助成⾦を申請中で、旅⾏社として対価をいただいて⾏うものも含めて、事業を実施、発展させていきたいと考えています。どうもありがとうございました。

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。

いいえ 団体の規模が⼩さく委員会を設置するのが難しいため、責任者を置くようにした。

はい 規定案をつくるにあたって、団体の実情に合った内容を検討した。

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 団体の実情に合わせた内容を検討し、理事会で承認を得るばかりになっている。

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
総会前に監事に関係書類を⾒てもらい、監査を⾏った。

100.4%

100.0%
管理的経費 104.5%

事業費
直接事業費

3,200,000 3,211,965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）

⼤⽷タイムスに、5/23ライチョウ、6/4放課後⾃習室、6/10中学校職業講話、6/19⽵林整備、7/25中学校キャリア⽀援、8/1⿅島川、
8/7宿題⽚づけ隊、2/27アントレプレナーシップ教育、3/6⽩樺の樹液を味わおうの勉強会が掲載された。⼤町市ケーブルTVで、5/23
ライチョウ、8⽉の夏休み宿題⽚づけ隊、2/5冬の動物探検物語が放映された。

体験イベントのチラシ4種（ライチョウ＋淡⽵、夏休み宿題＋⿅島川＋カヌー、野沢菜、カンジキ＋動物探検）を作成。
⼤⽷線の旅のしおりを作成。

⼦どもの体験と居場所づくりについて報告書（A4判、8ページ、オールカラー）を作成し、4⽉以降に市内の⼩学校に配布予定。

チラシ、Web、下記の報告書にシンボルマークを⼊れた。購⼊した資料冊⼦にシールを貼った。

内容

補⾜説明

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

計画額
2,934,479

265,521

実績額
2,934,443

277,522

執⾏率


