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⽇付：

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

課題設定、事業設計に関する振り返り

①⼦育て発達・療育⾯へのサポート（遊び場）…コロナウイルス拡⼤に伴い、登園・登校の⾃粛が⼦ども達の活動そのものを制限が拡⼤することで、より「あそび
ば」への興味・関⼼が拡⼤し、当初の予定よりも利⽤・参加⼈数が増えたが、学⽣補助を融通することや会場を変更するなど対応し希望者全員を受け⼊れることがで
きた。⼦ども達も制限が少なく遊べる環境を楽しみ、結果、保護者の満⾜度も⾼くなった。
 ②学習⾯へのサポート（学び場）…家庭環境など様々な理由で⼗分な学習環境を持たない⼦どもに、学習機会を習供し⽣まれた場所に左右されない学習環境の維持
と貧困格差拡⼤の防⽌を⽬指して⾏っている。保護者からは、この事業があって本当によかったという意⾒も出ている。考える⼒や伝える⼒は確実に養われていると
感じる。
③社会参加⾯へのサポート（おぶせっこ⾷堂）…⾼校⽣が活動に参加し⼩学⽣と交流ができ活性化した。コロナウイルス感染予防対策の為⾷事の提供が出来なかった
が、地域の飲⾷店から弁当を購⼊し⾼齢者宅に届け喜ばれた。飲⾷店への⽀援にもなった。

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発達・療育⾯：未就学児・低学年児童10名
及び保護者に発達⽀援が⾏われている。

①発達⽀援開催の実績
数・参加者数

①延べ480名
（５名/回×8回/⽉×
12カ⽉）

延べ⼈数585名

町内幼保育園・教育委員会の紹介他、参加保
護者からの⼝コミ、⼦ども同⼠での会話から
問い合わせや兄弟での参加もあり参加⼈数が
拡⼤した。⼦どもの⾏動を理解しにくい保護
者と共に⼦どもと遊び状況を共有し具体的に
発達を⽀える⽅法を説明できた。来年度の継
続や新規利⽤希望も得られている。
異年齢で遊べた・⼦どもがやりたい遊びをで
きた・家ではできない体験が⼦どもの満⾜に
繋がり、⼼と⾝体が満⾜している様⼦を⾒ら
れ保護者の満⾜感も⾼い。学校や習い事でも
ない⼦どもの特別な場所となっていた。ま
た、⼦育てが楽しいと感じるようになったと
の声もあった。来年度継続の声も多く、今後
も保護者と⼀緒に居場所作りを進める。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⼦ども達の発達・学習・地域サポート事業
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: おぶせっこ応援隊

事業実施概要

「おぶせっこ応援隊」ではコロナウイルス感染症に伴い、特に⼦育て・発達・療育⾯でサポートを受けられていない⼦ども達や保護者に対するフォローを中⼼に、従
来の「おぶせっこ⾷堂」の活動を細分化し、
①⼦育て発達・療育⾯へのサポート
②学習⾯へのサポート
③社会参加⾯へのサポート
に分けて個々の活動を充実させた。コロナウイルスの感染予防やより⼿厚い⽀援を提供するため、活動内容を細分化し、活動回数が増し、未就学児〜⼤学⽣や保護者
とのコミュニケーションが可能となり、その中でそれぞれが⽣き⽣きと個⼈の能⼒を発揮、お互いに⽀えあいのできる場になった。

①⼩布施町内および近隣市町村の未就学児〜⼤学⽣とその家族②町内に住む⾼齢者世帯および独居⾼齢者③町内飲⾷業

2022年3⽉6⽇

事業対象地域: ⻑野県
事業対象者:

実施時期: 2021年３⽉〜2022年２⽉



⼦ども・学
⽣

その他

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

②学習⾯：⼩学⽣10名・中学⽣10名への対⾯
学習⽀援が⾏われている.

②学習⽀援開催の実績
数・参加者数

②延べ960名
（20名/回×4回/⽉×
12カ⽉）

②実施回数48回
合計参加者数
608名

登録者は15名いたが、コロナにより、体調不
良や⾝の回りの体調不良者による不参加など
で⼈数は安定しなかった。勉強に意欲がな
かったが頭脳を使うゲームなどをしてもらい
理解しようという意欲が出てきたと保護者か
ら喜ばれた。⼩学⽣中学⽣ともにコロナにお
ける在籍校の休校措置などで不参加とならざ
るを得ない⽇もあった。参加できない⽇に寂
しがってくれていたりするようで、このよう
な事態になってしまい⽣徒たちも楽しめる場
所が少ない中、居場所を作ってあげれている
感覚はある。可能な限りの感染予防措置を講
じたうえで、オンラインではなく現地開催し
たことは親御さんからも感謝されている。
また受験⽣の参加もあったので知育やコミュ
ニケーションの向上だけではなく、学習⾯の
向上もみることができた。
〈今後の課題〉
・この事業を必要としてくれる⼈に届くよう
近隣地域での広告活動を積極的に⾏う。
・能⼒の発⾒向上、学習サポートを継続して
両⽴させていく
・誰でも参加しやすい環境づくりのため、地
域との連携、情報収集を絶やさないようにす
る

③社会参加⾯：おぶせっこ⾷堂のメンバーや
家族・独居⾼齢者や⾼齢世帯にお弁当が配布
され、世代間の交流ができている。

③お弁当の配布数・参
加者数・参加飲⾷業数

③延べ600名
（50名/回×12カ⽉）

600名
（50名/回×12カ⽉）

参加児童がお弁当を⾼齢者に届け喜ばれた。
地域の繋がりができた。コロナウイルス感染
予防対策の為に経営が苦しくなってきている
飲⾷店の⽀援にも繋がり喜ばれた。・⾷事提
供については、毎⽉町内の飲⾷店にお弁当を
依頼し⾷事⾯のサポートが実施出来て、飲⾷
店の活性化に繋がった。
異年齢との交流については、外遊びを通し⼦
ども達と中・⾼⽣とボランティアとの交流が
出来た。また、独居⾼齢者とボランティアと
が、お弁当の配布時に交流が持てた。

事業実施以降に⽬標とする状況

①発達・療育⾯：あそびを通して⼼⾝の発達を促し今後のあらゆる体験に対して⾃信をもって関わることができる。保護者同時が繋がり、⼦育て世代の孤⽴の予防が
できている。
②学習⾯：少⼈数による対話しながらの学習により、学習への意欲の増加、コミュニケーション能⼒や語彙⼒の向上に繋がっている。
③社会参加⾯：あらゆる年齢の参加者同⼠の交流、相談できる関係性が構築できている。地域全体で⼦育てに取り組める。

考察等

①遊び場の活動をとおして⽇常⽣活の中で⼦ども達がいかに体を機能的に使う機会が少ない、他⼈に相談することが出来ない孤⽴している保護者が多い状況がはっき
りした。
②学習やコミュニケーションについて⾔われたことだけやればいいと受け⾝のこどものサポートが必要、⽣きる⼒を付ける必要を感じた。
➂活動が地域に広く認知されサポーターが増えた。



Ⅴ．活動

⽬標参加者数延べ480名に対し、585名となり⽬標⼈数を達成した。利⽤者内訳：⼩学⽣7名、幼稚園児1５名、保育
園児３名、未満児1名。利⽤形態：集団2６名

⽬標の参加者数 延べ960名（20名/回×4回/⽉×12カ⽉）に対して 各回10~14⼈延べ⼈数608名の参加となった。
〈参加者〉各回10〜14名
〈内訳〉⼩学⽣8名（⼩学3年⽣2名、4年⽣1名、6年⽣5名）、中学⽣6名（中学1年⽣4名、中学3年⽣2名）

活動 進捗 概要

コロナウイルス感染症予防の観点から、
これまでの「おぶせっこ⾷堂」活動を細
分化し、それぞれの課題に対して個々に
対応・提供してくこととする。
①⼦育て・発達・療育⾯へのサポート：
感染予防および充実した⽀援の提供の観
点から頻度を増やし,少⼈数で実施す
る。
<⽬的＞：コロナ禍で必要な発達⽀援や
相談を受けることができていないこども
や保護者・保育者に対してあそびを通し
て、個々に必要な⼼⾝の育ちやひととの
関りの⽀援を⾏う。その他、特性の有無
にだけでなく、関わるすべてのこどもた
ちに必要な「育ち」に⽬を向け、⼼⾝の
動きや感覚・感情のすべてを使った体験
を提供していく。活動の⼀環で異年齢と
のかかわりを持つことで、地域全体で
「⼦育て」に取り組み、⼦どもや⼦育て
中のお⺟さんの仲間づくりをしていく。
<内容＞：専⾨職（作業療法⼠・看護
師）による専⾨的な発達⽀援や活動をあ
そびを通して実施。コロナ対策および丁
寧な活動実施のため1セッション5名ず
つのクローズ集団で実施していく。必要
に応じて、個別のセッションや、保護
者・保育者への相談やフィードバックを
⾏う。また、送迎困難なケースに対する
送迎も実施していく。
＜頻度＞週2回・⼀回2時間（毎週⽔曜
⽇・⽊曜⽇）
＜対象＞未就学児・低学年児童
＜対象地域＞⼩布施町および近隣市町村
（須坂市・⾼⼭村・⻑野市）

計画通り

②学習⾯へのサポート：感染予防および充
実した⽀援の観点から少⼈数で実施する。
＜⽬的＞：コロナ禍で得られにくい学習サ
ポートにより、学習基礎の定着と発想⼒を
創っていく。少⼈数（10名前後）で⾏うこ
とで、書いて覚える学習だけではなく、コ
ミュニケーションを図りながら個々の⻑所
を⾒極め、個々の能⼒開発を⾏う。
＜内容＞：宿題や課題のサポート、脳の活
性化が⾒込める問題やテーブルゲームを実
施しルールの学習も⾏う。
＜頻度＞週１回・⼀回2時間（毎週⽕曜⽇）
＜対象＞：⼩学⽣（17：00〜19：00） 中
学⽣（19：00〜21：00）
＜講師＞：メインの講師１名と地元⼤学⽣
３名のサポートで、学⽣の社会参加および
充実したサポートを⾏う。活動継続によ
り、①の活動参加者を②に繋げていくこと
で途切れないサポート体制へ結び付けてい
く。

ほぼ計画通り



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）

③社会参加⾯へのサポート：感染予防の
観点から「おぶせっこ⾷堂」の活動内容
をより安全な⽅法で実施する。
＜⽬的＞：従来の「おぶせっこ⾷堂」の
活動の主⽬的である⾷事提供について地
域飲⾷業に弁当を依頼し、感染リスクを
考慮した形で⾷事⾯のサポートを実施す
る。また、経済で低迷している飲⾷業の
活性化に繋げていく。その他、異年齢と
の交流について地元⼤学⽣や、ボラン
ティアとのかかわりや、近所の⾼齢世帯
や独居⾼齢者に弁当を配布する活動によ
り、安否確認や地域での⽀えあいを⼦ど
も達にも体験してもらうことで新たなコ
ミュニティを構築し、お互いに相談・⽀
えあいができるようになる。
＜内容＞：⾷事作りと提供の代⾏を地域
の飲⾷業に依頼する。お弁当を介して地
域住⺠とのふれあいを実施する。
＜対象＞：⼩学⽣・⼤学⽣・地域住⺠・
飲⾷業

こどもがやりたい遊びを⾒守ることで、⼦どもたち⾃⾝が遊びを考え共有することやトラブルも⾃分たちで解決する⼒がついた。その姿を⾒ることで保護者の⼦ども
を⾒るまなざしの変化も⾒られた。コロナウイルス拡⼤により、幼稚園・保育園・学校での規制が増える中で活動を維持することが⼦ども達のストレスの発散にも繋
がっていたと考えられる。今後も⼦ども達の健やかな成⻑発達を⾒守り、保護者や地域と共に⼦どもの居場所を作っていく。コロナウイルス感染拡⼤状況が続く中、
⼦ども達が集い遊ぶ場が少なくなり、地域の交流もできにくくなってきている。外遊びを中⼼に多年齢の交流の場として継続し、経済的に苦しくなってきている家庭
もふえつつある状況があるので、信州⼦ども⾷堂ネットワークの協⼒をえて⾷料配布活動を続けていく。

連携先 実施内容・結果

100.0%

100.0%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

3,086,407 3,086,296合計

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）

学び場・遊び場・おぶせっこ⾷堂に関する広報チラシの制作（各 １００部）

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
3,086,407

0

実績額
3,086,296

0

執⾏率

計画通り

⽬標の参加者数 延べ600名（50名/回×12カ⽉）に対して延べ６００名で達成できている。
社会参加⾯へのサポート
3⽉〜7⽉宿題。外遊び。お弁当配布。
8⽉ コロナ警戒感染レベル５の為、お弁当配布のみ。
9⽉〜12⽉ 宿題。外遊び。中⾼⽣参加。お弁当配布。
1⽉2⽉ コロナ警戒感染レベル５の為、お弁当配布のみ。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

コロナ禍により、特に⼦育て・発達・療育⾯でサポートを受けられていない⼦どもや保護者に対するフォローを、⼦育て発達・療育・学習⾯・社会参加のサポートに
分け個々の活動を細分化、充実させ、活動回数を増し、未就学児から⼤学⽣、保護者や近隣の⾼齢者とのコミュニティーサポートが可能となりました。個⼈の能⼒を
発揮でき、⽀えあいのできる場が実現し、宿題や課題に対し参加当初は消極的だった⽣徒が、学びに対して楽しんで向き合ってくれる⽇が増え、考える⼒や伝える⼒
が養われていることが観察できました。

課題を取り巻く変化



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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

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.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。

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開
任意団体であり団体が独⾃に管理するHPが開設できていない。現在整備を進め
ており、開設でき次第公開する。

変更はなかった

状況 内容

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。

⾃由記述

⽀援⾦を活⽤して⼦ども達の発達に添った活動に広がりが出た。今後も教育委員会や学校と連携して地域の第3の居場所としての役割として充実した活動を続けていきたい。

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

いいえ
コンプライアンス責任者は設置したが、規程化されていない。事業を拡⼤することもあ
り必要が⽣じるので規程を整備していく。

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

はい

JANPIAの窓⼝を利⽤した。

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
2020年度の会計監査を2021年４⽉１⽇に監事が実施しました。

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 内容


