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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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実施時期: 2021年３⽉〜2022年２⽉
事業対象地域: ⽩⾺村
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

要介護者とその家族でコロナにより失業してしまった⽅や、仕事が減ってしまった⽅にスタッフとして就労いただいた。要介護３⼈の⽅は、社会とのつながりが希薄
になっていたが、担当ケアマネより「お弁当屋へ⾏くことが楽しいと⾔っているので、引き続き就労機会をお願いしたい」や、主治医から「お弁当効果ですね」と評
価され、介護関係事業所より絶対的な評価を受けた。⼀緒に就労した家族からは、「お弁当屋でスタッフとの話が気晴らしになり関係性がよくなった」との報告も頂
いた。謝⾦でお⼿伝いの⼈も、器⽤さを⽣かして折り紙細⼯のプレゼントを制作し、それが好評で利⽤者が⽞関などに飾るなど、配達先の独居の⾼齢の⽅との関係性
の構築につながっている。制作者も「喜んでもらえるとうれしい。折り紙細⼯を作るのが楽しい」と⽣きがいになっている。コロナで外出の機会を失い孤⽴してし
まった⽅の就労、配達先の⽅の⾒守りと孤⽴防⽌に寄与でき、誰も取り残さないつながりができた。週３⽇の昼⼣⾷の配達をしたが、毎⽇届けてほしいという⽅や、
配⾷のない⽇にほしいという⽅もいて、営業⽇数を増やすことを考える必要性を感じた。また、毎⽇営業すれば就労してもらえる⽅も増えたと考察できた。

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

⑴就労者：コロナによる失業者が就労でき、
収⼊がある。 ⑴⽣活困難者、障がい

者、要介護者の就労者
⼈数が20⼈以上

就労者⼈数12⼈

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍での新しい就労、配⾷⽀援事業
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: 特定⾮営利活動法⼈ ⽩⾺の⾵

事業実施概要

当法⼈で約９年間⾏っているデイサービスの利⽤者及びその家族、その他の在宅要介護者およびその家族のうち、新型コロナウィルス感染拡⼤の影響により外部就労
が難しくなった⽅を対象に事業スタッフとして雇⽤する就労⽀援を⾏う。また、⽣活困窮者への配⾷サービスを⾏う。困りごと⽀援体制の構築。

・就労⽀援：何らかのコロナの影響を受けている介護者、介護保険の利⽤者、⽣活困窮者、障がい者
・受益者：コロナの影響で社会と孤⽴している⽅、⽣活困窮者、障がい者

2022年3⽉15⽇

スペースの関係で、多くの⽅に就労してもら
えず⽬標より少なくなった。密を避けるため
に広いスペースが必要。

⑵利⽤者：配⾷によって買い物などの外出の
頻度が減り、コロナ感染の⼼配が減り、安⼼
して暮らせる。

⑵利⽤者⼈数：20⼈
以上
 配⾷数  ：延べ
5,000⾷以上
（週３⽇、昼⾷・⼣
⾷：各20⾷、お盆・
年末年始お休み）

利⽤者⼈数157⼈
配⾷数4,400⾷

困りごとの話せる機会の創設ができ、話せる
ことを楽しみに待っている⽅も多数いる。⼀
⼈の⽅は奥様が亡くなったばかりの⽅で焦燥
感を感じられ、奥様の写真を⾸からぶら下げ
て⽇々を過ごされていて、寂しくてと涙され
ていたが、「話を聞いてもらえるだけで⼼が
安らぎます」と喜んでいる。定期的に配達す
ることで、⾼齢で独居の⼥性の⽅のお宅に配
達時、⽞関のカーテンも締め切りでいつもと
明らかに違う様⼦があったので包括⽀援セン
ターに連絡をしたところ、「遠⽅から息⼦さ
んが帰省されていて出かけているのでは」と
のことで、安否の確認が取れたことがあっ
た。配達時の利⽤者の変化に気づき包括⽀援
センター、ケアマネと連携できたと感じてい
る。お弁当利⽤者はいろいろな⽅に取っても
らえたが、配⾷数は配達先で時間をとって丁
寧な対応をするため、配達件数は限られた。

⑶就労者：コロナによる外出⾃粛で増加して
いる家族の弱者（⾼齢者、⼦ども）に対する
虐待を減らす。

(3)就労者が就労する
ことにより関係がよく
なる。

⼆組の要介護者及び介
護者が就労した

要介護者のケアマネから「楽しいといってい
る」と評価され計画に盛り込んでもらえた
り、主治医の先⽣より「お弁当効果です
ね！」「いいことだから是⾮続けて！」と精
神⾯で安定されたことに評価いただき、介護
者と家族の関係が良くなったという変化が⽣
まれた。

就労者・利⽤者とその
家族が困りごとを話せ
る機会の創出。その困
りごとを相談や⽀援に
つなげる。コロナ渦で
も社会とつながれて安
⼼して暮らせる。
⑴⑵⼈数が増える。

⑶⑷就労者、利⽤者、
その家族へのアンケー
ト調査。就労者、利⽤
者への聞き取り調査。

⑷配⾷スタッフが定期的に来訪することで孤
⽴を防ぎ、その家族の困りごと（⽣活に必要
な⽀援やDV被害など）への⽀援につながる。

(4)利⽤者とその家族
が孤⽴せず、困ってい
ることを聴けて⽀援に
つながる。

配⾷先の８〜９割が独
居、または⽇中独居宅
への配達

今年は⼤雪だったため、雪かきができないで
困っている⽅も多く、配達時に除雪をして孤
⽴が防げた。また、コロナワクチン接種の通
知内容がよくわからず困っている⽅が多く、
説明に当たることが出来た。⽩⾺村の⾒守り
ネットワーク作りで、配達先の状況把握をし
ていたり、前の道が通学路で、通る⼦供たち
や散歩をする⼈も多く挨拶の声掛けをしたり
と顔⾒知りの関係が出来たことで「⾒守りの
家」として指定を受けた。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

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

事業実施以降に⽬標とする状況
⽩⾺村、⼩⾕村において、本事業を継続し⽣活困窮者の継続就労及び配⾷サービスの継続による困りごと⽀援体制の構築によって、かかわるすべての⼈が安⼼安全で
幸せを感じて⽣活できるようになる。

考察等

コロナで影響を受けた⽅の就労において、ケアマネや主治医の先⽣より精神⾯でよい変化が⾒られたと⾼評価をいただき、配達先ではケアマネや包括⽀援センターよ
りお弁当をとることで、⾒守りになり⾷⽣活が規則正しくとれるきっかけになったと評価をいただいた。楽しく⽣きがい作りになって孤⽴が防げ、就労をきっかけに
集まる場所ができたことを喜んでもらえているので引き続き事業を継続して⾏ければと思っている。また、配⾷サービスを通してこれからも⾝近で表⾯化していない
潜在的困りごとを⾒つけ⽀援につなげて⾏きたい。

１ 店舗の賃貸借契約を締結し、調理器
具などの整備を⾏う。⽩⾺村、⼩⾕村、
他の飲⾷店、商⼯会、他の介護施設など
との連携を深める。

計画通り

4⽉１⽇予定通り店舗賃貸契約を締結し、その店舗で使われていた調理器具や冷蔵庫冷凍庫などそのまま使わせたも
らえたり、鍋などの寄付ももらえて整備ができた。他の飲⾷店、介護施設などとの連携も深められ、近所の飲⾷店よ
りたくさんあるからとリンゴや野菜の寄付をもらえたり、ケアマネや訪問看護ステーション、包括⽀援センターの⽅
も来訪して、要介護者の就労の様⼦を⾒に来てもらえた。

２ 弁当販売等の営業許可を保健所に申
請し許可を得る、飲⾷店保険に加⼊する
など営業に必要な申請等を⾏う。

計画通り

弁当販売等の営業許可を保健所に申請し許可を得た。法⼈でお世話になっている保険会社でスムーズに飲⾷店保険に加⼊でき
た。営業開始から⾷中毒に気を付け、夏の暑い時期、粗熱をしっかりとる時間を考慮して調理の順番を考えて調理をし、保冷
剤を使⽤してすぐに⾷べない⽅へ冷やして配達して⾷中毒は出ず配⾷ができた。調理中の事故、配達時の事故、建物の損壊な
どもなく事業を⾏うことができた。皆さんの協⼒で検温、⼿指消毒の徹底ができ、コロナ感染者が⽩⾺村内で⼀時急増した
中、感染者が出なかったことが本当によかった。

活動 進捗 概要

５ 営業開始(４⽉〜、週３⽇、お盆、
年末年始お休み）。

ほぼ計画通り

４⽉２⽇から営業が開始でき、⽉⽔⾦の週３回昼⾷と⼣⾷の⼀⽇２回お弁当の配達が、年末年始の12/29〜1/3の期間以外休ま
ずできた。スタッフの丁寧な調理が料理にも出て、本当においしいとお客様も途切れることなく営業できた。今年は積雪も多
く、就労するスタッフも出勤するのに⾻が折れたと思うが、皆時間には来て就労してもらえ営業に⽀障が出ず、スタッフの協
⼒で乗り切ることができた。

６ 配⾷時に従事者や利⽤者及び家族の
困りごと（⽀援ニーズ）を聞き取り、必
要な⽀援に繋げられるよう地域や⾏政と
連携して⽀援体制をつくる。

計画通り

配⾷時、従事者の体調変化があり速やかに介護申請をすることができた。また、独居または⽇中独居の就労者から、「ここに
来るようになって家族の⼼配が減った」と喜んでくれていると聞いた。デイサービスとして９年間の活動が信頼になり、⽩⾺
村包括⽀援センターから15件の配⾷依頼を受け、情報提供を受け⾒守りを含めた配達ができ、配達時異変が⾒られ転倒してそ
の後体調に変化があることを報告し包括担当者につなげられた。その他、精神⾯で⼼配のある配達先の⽅が、配達時不在で包
括担当者に連絡し安否確認をしてもらい確認がとれたこともあった。また、ケアマネより12件の配⾷依頼を受け、「⾷事がと
れていずなんとか⾷べてほしい」との依頼で配達を開始した⽅へ定期的にお弁当を届け、配達時お弁当を開けて⾷べてもらう
声掛けをしたところ、「⾷べれるようになり体調もよくなった」との事でケアマネと連携して活動することができた。今で
は、⽩⾺村包括⽀援センター及びケアマネと連携をして配⾷サービスの提供をする⽀援体制ができた。

３ 就労希望者を募集し、就労⽀援を開
始する。

ほぼ計画通り

就労希望者を募集し、4⽉より要介護３の⽅１名、その家族１名、⾼齢者独居の⽅3名、宿泊業でコロナの影響を受けた⽅２
名、飲⾷店でコロナの影響を受けた⽅で要介護１の⽅１名、その家族１名、要介護１で障害を持った⽅１名の就労⽀援ができ
た。要介護者の⽅々は皆⼝をそろえてここに来ることが楽しいと⾔って楽しみに仕事に来てもらえたことが味に出て、本当に
おいしいとたくさんのメッセージがもらえ、さらに励みになってみんなで協⼒していい仕事をしてもらうことが出来た。助成
期間終了後も続けて就労してもらえるために資⾦調達など考えていきたい。

４ メニューづくり、配⾷案内チラシ作
成および新聞折り込み、SNSによる案
内。

ほぼ計画通り

メニュー作り、配⾷案内チラシを作成し、包括、社協など⼈が集まる場所へ設置し、配⾷先でも知っている⽅へ紹介したいと
チラシを配ってくださり、おいしいと紹介して配⾷をとってくださる⽅が増えた。⽩⾺村包括⽀援センターからも⾒守りを含
めた配⾷の依頼も多くあり、情報共有しながら配⾷ができたことは地域に根ざした配⾷の成果になった。SNSへの案内をUP
し、県外の家族の⽅にも⾒てもらえた。⽩⾺村社協でも「本当においしい」と広報誌に特集まで組んでくださり、⽩⾺村の
⽅々に広く活動を知っていただくことができたことが、今後続けていく⼒になっている。

居宅⽩嶺
配⾷しろうま

要介護者への配⾷依頼があり、配達時の⾒守り声掛け及び異変が報告できた。

７ 調理、⾷材提供をしてくださる飲⾷
店や農家の⽅との連携づくり

ほぼ計画通り

調理⾷材提供をしてくださる地域の⽅との連携ができ、夏場は特に「野菜が取れたから」と届けてもらえる⽅が５件あり、そ
の中の４件は配⾷をとっていただいている⽅だった。配⾷の趣旨を知っていただいた上で協⼒をしていただいていることがあ
りがたかった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

配⾷を通して、就労者と配達先の⽅が以前コーラスで⼀緒に歌っていた⽅や、ゴルフ仲間で⼀緒にゴルフに⾏っていた⽅で、家族の介護をきっかけに疎遠になってい
た所、ケアマネや知り合いから配⾷の紹介をしてもらいそれをきっかけに改めてつながれたこと。配⾷先の⽅が「野菜中⼼で本当においしいお弁当」と⾃分のお友達
や知り合いの⽅にチラシを渡して配⾷の案内をしてくださり、配⾷先の⽅を通してその先の⽅にまで案内してもらい配⾷できた。配⾷で就労している⽅同志で仲良く
なり、着なくなった服のやり取りや、離れた家族から送ってきたからと届けに⾏ってお互いの⾒守りになったりと⾏き来するようになり新たなつながりができた。ま
た、届け先でも私でよければ⼿伝えるよと声をかけてもらい、つながりたいと思っている⼈がたくさんいる事に驚いた。

課題を取り巻く変化

コロナ禍という環境において、依然として変わりはなく、密を避け外出⾃粛が必要な状況は続いている中、⼈によってはそのストレスが限界になってきている⽅もい
る。飲⾷店及び観光業は厳しい状況は続き、就労においても厳しい状況は続いている中で、就労をあきらめ⽣活保護などを考える⽅も出てきていると感じる。そのこ
とを踏まえて、感染防⽌策を講じて⼈と⼈とが出会える機会を作れるよう、少⼈数が集まってできる作業での就労⽀援と配⾷事業をコラボさせて活動をしたい。

⽩⾺村包括⽀援センター
⽩⾺村社会福祉協議会
居宅あんじゃね

独居⾼齢者への配⾷⾒守り依頼があり、その結果、配達時の利⽤者の異変が報告できた。
要介護者への配⾷依頼があり、配達時の⾒守り声掛け及び異変が報告できた。
要介護者への配⾷依頼があり、配達時の⾒守り声掛け及び異変が報告できた。

連携先 実施内容・結果

同⼀の要介護者への配達があり、配達状況及び配達先の⽅の情報共有ができた。



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

全て公開した

変更があり報告済

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 社員総会、理事会は定款に定める通り開催した。

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

規程の概要が作成できた。

⾃由記述

事業実施を通じて、要介護者の⽅に「これをやってほしい」とお願いした時のうれしそうな表情と謝⾦を渡したときのうれしそうな顔を⾒ることができ、要介護者の⽅に就労してもらうことでこんなにも喜
んでもらえて楽しく⽣きがいになるのかということが分かった。夫婦や親⼦など１対１の関係は、外出の機会が減っていることで思い詰めてしまうことも多く、いい関係を保つことはコロナ禍では⾮常に難
しくなってきている。定年後で独居の⽅も「お友達からうらやましがられよかったと」喜んでくれ、ご本⼈も必要とされている事に喜びと⽣きがいを感じられるようになったとは本当に良かった。また、配
⾷の調理場所が居場所にもなって、「ここに来れば誰かと話せてみんなが相談に乗ってくれる⼈がいる」ということで、仕事に⼊っていない時も寄ってお茶を飲んで話して帰ったりという場所になったこと
も副産物だった。仕事内容では時間制限のある仕事は⾼齢の⽅には無理が⽣じる場合もある事などに気づけたので、新たなアプローチとして時間制限が厳しくない作業が出来る仕事を考え就労してもらえる
ようにしたいと施策を検討中。

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 ⽩⾺村包括⽀援センターとの連携で、個⼈情報の取り扱いに関して検討を⾏った。

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 制度の整備の必要性を感じている。2022年4⽉に開催する臨時総会で規定を制定する。

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
アイソニック税理⼠法⼈、会計全般の監査をお願いした。

100.1%

101.0%
管理的経費 0.0%

事業費
直接事業費

4,886,847 4,891,395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）

チラシを作成していろいろな場所に設置した。⽩⾺村社会福祉協議会の広報誌そららに特集として２ページに及んで掲載、⽩
⾺村全⼾に配布。

チラシ

配⾷⽤保温弁当箱へのシール貼付、看板への貼付、チラシ及び広報誌への掲載

内容

補⾜説明
謝⾦の⽅の就労がコロナの感染者が多く出たこともあり、冬期⼤雪だったことも影響して就労⼈数が予定より少な
かった。

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

計画額
4,840,966
45,881

実績額
4,891,395

0

執⾏率


