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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

連携の不⾜

コロナで影
響を受ける
従事者

その他

コロナで影
響を受ける
従事者

就業困難

⼦ども・学
⽣

居場所の不
⾜

⼦ども・学
⽣

連携の不⾜

⾼齢者 外出困難

求職者 就業困難

④⾏事がなく活性がない地域にふれあいの場
を提供する ④野菜・屋台・フリマ

等イベント数、満⾜度
調査

④野菜・屋台・フリマ
イベント延べ10回開
催、参加満⾜度80％

野菜6回、屋台7回、
ｹﾞｰﾑ･ｲﾍﾞﾝﾄ6回,フリマ
2回の合計15回、アン
ケート満⾜度93%

コロナ禍で地域⾏事が中⽌になり触れ合う機
会が無くなり、学⽣も地域交流が無くなる中
で、特に屋台・ゲームが他にはない魅⼒とな
り満⾜度向上となった。

⑥買い物困難者へ⽣活⽀援と⽣きがいをつく
る ⑥意識調査、御⽤聞き

販売実施数

⑥意識の向上（コロナ
禍でも⽣きがいがあ
る）、週1〜2回の御
⽤聞き販売

アンケート⽣きがい感
じる100%、御⽤聞き
販売の就労⽀援者の実
施は年2回に留まった

コロナ禍で⾼齢者の地域サロンが中⽌の為⼈
的交流が少ない中、買物依頼が”はりあい”と
なり100％満⾜を頂けた。就労⽀援対象者が
対⾯が苦⼿な⼈が多く2回のみとなった。

⑤学⽣の社会のふれあいの場と⽣活⽀援を⾏
う ⑤学⽣参加者数、時給

⽀払額、満⾜度調査

⑤学⽣延べ40⼈参
加、時給⽀払850円、
参加満⾜度80％

中学・⼤学⽣延べ70
名参加、⼤学⽣⽀払
91,520円(時給880
円)、満⾜度未実施

コロナ要因で中学⽣が地域との交流」が出来
なくなり、⼤学⽣は学科研修が出来なくな
り、こども⾷堂が良い交流の場となり、⼤学
⽣は謝⾦⽀払いにより⽣活の糧を得た。

⑦就労困難な⽅へ社会とのつながり、職への
希望を持ってもらう

⑦就労体験後の意識調
査、実施数

⑦意識の向上（コロナ
禍でも社会とのつなが
りや職への希望を⾒出
せている）、就労体験
週1〜2回実施

意識調査未実施、就労
体験年間12回

コロナ禍で企業の売上減少で採⽤を控え、就
労困難者にとってより就労環境が厳しい中
で、買物⽀援、畑作業、お墓・境内清掃、袋
詰め作業を年12回実施し、温泉寺境内清掃実
施者は、温泉寺への週1〜2回の就労に繋がっ
た。

アンケート実施し満⾜
度93%、弁当年間
1,503⾷(予定の150%
増)

コロナ禍での学校⾏事の中⽌、⾃宅での⾃
粛、遠出⾃粛で楽しみが無くなり、コロナ終
息⾒えず不安の中で、楽しみと癒しの演出、
弁当提供により満⾜度93％の評価を頂いた。

②商店の売上増に貢献する

②商店⽀援額、弁当店
舗⽀援額

②商店⽀援年間30万
円、弁当店舗⽀援20
万円

商店⽀援年間302,061
円、弁当店舗⽀援
729,694円

コロナ禍により商店街の店舗売上が減少する
中で、地元の花屋、駄菓⼦屋、⼩売店の商品
購⼊により売上増になり、弁当⽀援額の⽬標
値が低かったが、1,503⾷の提供が出来た。

③コロナ要因の困窮者の⾷⽣活と⼼に潤いを
与える

③意識調査、困窮者⾷
料⽀援者数

③意識の向上（コロナ
禍でも希望を⾒出せて
いる）、⽀援者数延べ
120⼈

アンケート意識調査満
⾜度100%、困窮者⾷
糧⽀援者年間318⼈

コロナ要因で職を失うか制限された⽣活困窮
者に毎⽉⾷糧⽀援実施により100%満⾜を頂
き、年間延べ⼈数の2.65倍の⽅に⾷糧⽀援出
来、加えてアルバイト制限の⼤学⽣も⽀援し
た。

事業完了報告書 （企業組合 労協ながの）

事業名: ⼦どもも親も街も元気になる居場所・温泉寺
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: 企業組合 労協ながの

事業実施概要

①こども⾷堂 背景として外出⾃粛により遠出の楽しみが減少する中、感染対策を実施して店舗の弁当・⾷材の配布と、屋台・ゲームの⼩規模イベントで
 楽しみを演出し、街の店舗や業者と連携して弁当を購⼊⽀援し、⼤学⽣や中学⽣の⼿伝いで地域とふれあう機会を作ることで、⾃粛が多く家庭での
 ストレスを回避する地域の拠り所となる居場所を提供し、店舗・福祉施設の売上⽀援、業者の販路拡⼤を⾏い、地域内のふれあいの機会を創出する。
②地域⽀援 休業で⽣活困窮者が増加する中で、⾃治体やNPOと連携し⾷材の宅配を⾏い、病院や施設に激励メッセージを寄贈し、こども⾷堂の広報を
 ⾏い活動を広げる。困窮者⽀援を⾏うことで、コロナ禍で⽣活する上での⼼の⽀えとなる様に活動する。
③就労⽀援 企業の売上が減少し採⽤を控える中で、売上が減少した⼩売店の御⽤聞き販売を⾏うことで就労体験をして、⽣活を改善し就労への意欲向上
 につなげる。

・コロナで⾃粛・家計負担に苦慮する親⼦  ・コロナ原因で休業要請された⼤⼈
・コロナ原因で売上減少の店舗       ・売上減の野菜業者や家

2022年3⽉10⽇

実施時期: 2021年４⽉〜2022年２⽉
事業対象地域: ⻑野県諏訪圏域
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

こども⾷堂では、コロナ感染拡⼤により8⽉、2⽉の2回のこども⾷堂が中⽌、⽉2回⽬予定の他団体コラボこども⾷堂も4回中3回実施（1回中⽌）の結果だったが、コ
ロナの影響により学校や地域⾏事の中⽌が相次ぎ、加えて中学⽣と⼤学⽣が地域との交流ができない中でこども⾷堂に期待が集まり、参加⼈数は予定より約4割多く
なった。障がい者施設と連携とSDGsは弁当⾷材の提供と学⽣連携に集中したため未実施となった。フリーマーケットは未実施だが、⼦供服、⽂房具無料提供で代替
えできた。地域が元気になるふれあいの拠点の役割は果たせたと感じている。
地域⽀援では、コロナ要因で仕事が無くなる⼜は制限された⽅への⽀援が13世帯から23世帯に増え、⾷材を宅配したことで⽣活への潤い、⽣きる糧を提供できた。
激励メッセージ寄贈はこども⾷堂への弁当店舗2箇所へメッセージを寄贈でき、感謝されることの少ない店舗へやりがいを提供できた。
就労⽀援では、買い物⽀援、温泉寺のお墓・境内掃除の⽣活⽀援、⼦供⾷堂向けの⾷材袋分けを実施し、対価を⽀払うことで、就労への意欲を向上させることがで
き、1名が温泉寺境内清掃に就労することができた。

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親⼦に弁当を提供することで、楽しみや希
望が⾒えない中、笑顔と元気を提供する ①満⾜度調査、弁当配

布数
①参加満⾜度80％、
弁当年間1,000⾷



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

(2)広報活動 ⾃治体・学校等地域に広
くチラシ・活動報告を配布し、利⽤者の
拡⼤
※学校訪問し、⾏事に弁当提供可能かに
ついても模索する。

計画通り

スタッフの広報活動に加え、「諏訪圏域⼦ども応援プラットフォーム」（信州こども⾷堂with温泉寺も登録）による
市報「プラザ」による宣伝、⼝コミにより、前述通り年間利⽤者は1,077⼈予定が1,503⼈の約1.4倍に広がった。
学校訪問し⾏事に弁当提供を依頼したが、コロナ禍もありこれ以上は実現しなかった。
単独のこども⾷堂の利⽤者数は限界になってきているため、今後は利⽤者拡⼤よりも、前述通りの内容の充実を図っ
ていきたい。

(3)激励活動 ⼦供及び親⼦から医療・
⾼齢者施設へ激励メッセージを届ける。
（5か所の病院または施設を予定）

遅延あり

5か所の病院または施設を予定していたが、特に⾼齢者施設への寄贈を求めたが、コロナ要因により、外部者の⽴ち
⼊り禁⽌が⻑引いたため、次年度以降に⾏っていく。
こども⾷堂に頻繁に弁当を購⼊させて頂いた2店舗への激励・感謝メッセージをきぞうするに留まったが、2店舗に
は感激の⾔葉が寄せられた。
⼦供の素直なメッセージが、被災地や戦地などに届く様に活動していく。（ウクライナ募⾦は⾏う。）

(3)学⽣連携
学⽣の地域とのふれあいが少なくなり、
⼤学⽣のアルバイト先が無くなる中で、
こども⾷堂の弁当や商品の販売や、イベ
ントに参加することにより、社会経験の
場をつくり、謝⾦を⽀払い、⽣活を⽀援
する。
※⼤学⽣5名程度×11回予定。中・⾼校
⽣は社会経験を主とし謝⾦は⽀払わない
ことを想定。

ほぼ計画通り

当初計画した⼤学よりコロナ感染リスクの理由により断られ、福祉⼤学校の参加が11⽉からとなったため、延べ55
名予定が、延べ37名の67%の参加となり、謝⾦は78,300円予定が、10⽉からの単価増で16％増の91,520円となっ
た。保育学科の学⽣としてはコロナ禍で実地研修が少ない中でこども⾷堂が良い経験の場となり、独り暮らしの学⽣
には⽣活を潤すことができ、参加意欲も向上した。
⼤学⽣は今後謝⾦はないが参加予定のため、⼦供のためのSDGs等学習の⽀援も⾏っていく予定。

(4)SDGs教育・体験
SDGｓの解りやすい教育・体験を親⼦
で⾏い、環境やエコへの意識を⾼める。
※⼦供向けSDGs教育、⾃然・環境体験
からSDGsを学ぶことを予定。

中⽌

⼤学⽣にSDGs教育を⾏っていく予定だったが、コロナ要因により参加が11⽉となったため、こども⾷堂で担当をこ
なすことで精⼀杯だったため、次年度以降とする。
ビニール等の包装品の環境配慮型の商品を採⽤することと、⾷品ロスが発⽣しない様に、ネットワークを⽣かして⾷
品・⾷材を回して回避することはできた。
前述のように⼤学⽣によるSDGs教育で、学⽣⾃⾝の為でもあり社会経験の場を提供していく。

2.地域⽀援
(1)物資宅配 ⾃治体フードドライブや
NPOから提供を受けた⾷材について、
休職者や⽣活困窮者宅への無料配布を⾏
う。
※⽉1回宅配予定。対象者(宅配先)は現
在13名ほどだが、増える可能性あり。

計画通り

こども⾷堂が2回中⽌になったが、⽣活困窮者への宅配は毎⽉実施することができた。年間延べ220名予定が、労協
ながの就労⽀援対象者や福祉⼤学校学⽣も加わり、約45%増の318名に宅配することができた。
引き続き⾷料の宅配を継続しつつ、⽣活⽀援の要望に対応しながら就労意慾がある⼈は職への紹介を⾏い、⾃⽴の道
を模索する。

1.こども⾷堂
(1)弁当・⾷材事業 街の弁当店舗及び
売店から弁当を購⼊し、こども⾷堂にて
テイクアウト販売する。（⼤⼈500円
⼦供無料）
フードドライブ及びNPO・店舗購⼊か
らの⾷材・菓⼦を配布する。(他団体コ
ラボは広く他の⼦供提供のため)
※毎⽉1回×11回(⼤⼈55⼈・⼩学⽣25
⼈・幼児20⼈(平均))+他団体コラボ4回
=年間15回開催予定

ほぼ計画通り

コロナ感染拡⼤により8⽉、2⽉の2回のこども⾷堂が中⽌、⽉2回⽬予定の他団体コラボこども⾷堂も4回中3回実施
（1回中⽌）となり、年間開催15回が12回となったが、屋台やゲームで「楽しみ・安らぎ」の他にはない要素を増や
し年間利⽤者は1,077⼈予定が1,503⼈の約1.4倍となった。
商店の⽀援は⼤切だがこども⾷堂の継続性には弁当購⼊から⾃作の⾷事作りの以前の形式に戻り経費を削減してい
き、「楽しみ・安らぎ」→「体験し、ためになる」こども⾷堂へ転換していく。

(2)地域連携事業 地域の事業者等への
⽀援を兼ねて優先的に商品を仕⼊れ、次
のとおりこども⾷堂で配布する。
・街の商店、福祉作業所、障がい者施設
等：⾷料品、花、⽂房具、福祉施設商品
等
・地域の協⼒者とともにイベント屋台を
催し、綿菓⼦等の無料配布を⾏う。

ほぼ計画通り

地域連携では、街の弁当商店、花、⽂房具を中⼼に商品の仕⼊れに集中したためと、多くの事業者への施策は無理
だったため、福祉作業所、障がい者施設、福祉施設商品は仕⼊れは⾏わなかった。
今後⾃⼰資⾦を⾒出せる⾃⽴したこども⾷堂になるまでは商店の⽀援はできないため、前述したようなこども⾷堂の
内容を充実した⽅向に転換していく。
地域の協⼒者3名による屋台実施は、他にはない魅⼒となったため今後も協⼒を依頼し、更に地域の達⼈に依頼し、
農業や⼯作のイベントを充実させていく。

活動 進捗 概要

事業実施以降に⽬標とする状況

①こども⾷堂 a.コロナ禍でも来たい・楽しみたい・安らげるこども⾷堂 b.様々な地域住⺠がこども⾷堂の運営に関わる
       c.持続可能なこども⾷堂を⽬指す d.環境意識の向上
②地域⽀援  a.困窮者が⽣活に希望を⾒出し、職への意欲が持てる b.地域に意義があり必要とされるこども⾷堂
③就労⽀援  a.対象者が⽣き甲斐・働き甲斐を⾒出す b.買い物困難者が⽣きがいを持てる

考察等

①こども⾷堂･･･本年度楽しみ・安らげるこども⾷堂は達成したため、今後「体験し、ためになる」こども⾷堂を⽬指し、畑体験、野菜を利⽤したイベントを考案
中。地域住⺠がこども⾷堂に係わる点は現在は屋台実施者のみのため、スタッフに地域の達⼈（畑、⼯作等）を探してもらっている。持続可能性では店の弁当購⼊は
持たないため、6⽉以降は⾃分たちで⾷事を作る⽅向に転換して⾏き、4⽉以降⼦供からも料⾦徴収の周知を⾏った。環境意識では包装品は環境によいものを採⽤
し、⾷品ロスは出さず有効利⽤し、学⽣によるSDGs教育を実施し利⽤者の環境意識を⾼める。
②地域⽀援･･･困窮者に引き続き⾷料の宅配を継続しつつ、⽣活⽀援の要望に対応しながら就労意慾がある⼈は職への紹介を⾏い、⾃⽴の道を模索する。こども⾷堂
の枠を超え、困っている⼈の拠り所となるこども⾷堂を⽬指していく。
③就労⽀援･･･就労⽀援対象者が就労体験し、利⽤者が喜ぶ所を⾒て働き甲斐を⾒出し就労意欲が向上するような内容にする（温泉寺草刈り等）。 買い物⽀援、移
動⽀援を継続し、地域に住み続けたいと思い、⽣きがいが感じられる地域を⽬指す。



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）

コロナ感染拡⼤により3回のこども⾷堂が中⽌になった事より、計画した⾃⼰資⾦255,700円に186,500円届きません
でした。

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

⾷料提供・助成⾦・研修等の情報共有

計画額
3,013,450
255,750

実績額
2,936,343
241,998

執⾏率

市⺠新聞（2021.5.10号）「毎⽇頑張るお⺟さんへ 花を贈り感謝伝え」で掲載
⻑野⽇報（2021.5.31号）「古⾥をきれいに 上諏訪中⽣有志 諏訪湖畔でごみ拾い」で掲載
市⺠新聞（2021.5.31号）「伝統の活動に汗流し 上諏訪中が諏訪湖清掃」で掲載
⻑野⽇報（2021.6.17号）「こども⾷堂で⽗の⽇贈り物」で掲載
⻑野⽇報（2021.11.20号）「笑顔広がるこども⾷堂」で掲載

97.2%

97.4%
管理的経費 94.6%

事業費
直接事業費

3,269,200 3,178,341合計

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）

20210411_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20210509_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20210711_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20210822_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（中⽌）（PDF、DOC）
20210912_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20211009_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20211114_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20211212_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20220109_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（PDF、DOC）
20220213_信州こども⾷堂温泉寺チラシ（中⽌）（PDF、DOC）

補⾜説明

諏訪圏域⼦ども応援プラットフォーム
NPO全国こども⾷堂⽀援センター・むすびえ

プラットフォーム内での⾷料の共有・分配及び、⾷料提供・助成⾦・研修等の情報共有

3.就労⽀援
(1)御⽤聞き販売 ⾼齢者を中⼼として
買い物に不⾃由を感じている⼈向けに、
⽇⽤品（重い物や⼤きい商品など）を代
理で購⼊し、家庭に届ける。就労体験で
対象者への経験。

遅延あり

御⽤聞き⽀援は、就労⽀援対象者が対⾯が苦⼿な⼈が多く、利⽤者と直接会う必要があったため、2回のみの実施に
留まったが、他の施策の畑作業、お墓・境内清掃、袋詰め作業を年12回実施し、温泉寺境内清掃実施者は、温泉寺
への週1〜2回の就労に繋がった。
今後は就労体験により、利⽤者が喜ぶ所を⾒て働き甲斐を⾒出し就労意欲が向上するような内容にしていく（今の
所、温泉寺草刈りが喜ばれると聞き実施予定）

(2)就労・農業体験 街の⼈材不⾜の商
店、農家の就労体験。
※(1),(2)につき、週1回程、対象者1〜2
名を10か⽉間予定

遅延あり

農業体験は、農家ではなく労協ながの組合員の畑で農作業3回に留まった。
今後は⾃治体やまいさぽと連携し、街の産業の⼈材不⾜も含め仕事の可能性を模索していく予定。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・コロナ感染拡⼤によりこども⾷堂の年間開催が15回から12回となったが、屋台やゲームで「楽しみ・安らぎ」の他にはない要素を増やした事と、「諏訪圏域⼦ど
も応援プラットフォーム」の市報広告、活動の新聞掲載、⺟親同志の⼝コミにより周知され、年間利⽤者は1,077⼈予定が1,503⼈の約1.4倍に増加した。
・就労⽀援活動で計画にはなかったが、就労⽀援対象者1名が温泉寺のお盆前に実施されるお墓と境内清掃を⾏ったところ住職様に仕事ぶりが評価され、8⽉後半よ
り週1〜2回の境内清掃の就労に⾄った。
・NPOからのフェイスタオルを諏訪市こども課に800枚寄贈し、市が市内の13か所の保育園に配布した所、諏訪市⻑よりこども⾷堂に御礼状が届き、⾃治体より活動
の評価を頂いた。

課題を取り巻く変化

・コロナ要因による保育園・学校・地域⾏事の相次ぐ中⽌や、旅⾏・遠出の⾃粛により、リラックスでき憩える場所が少なくなった事と、他にはない屋台・ゲームに
よりこども⾷堂への参加意識が⾼まり、利⽤者が約1.4倍に増加した。
・⼤学⽣、中学⽣の参加により、学⽣は地域とのふれあいや、⼦供との実地研修の代替えの機会となり、⼦供達は世代が近い「お姉さん」として親近感が沸き、こど
も⾷堂全体に活気に溢れ、地域が元気を取り戻した様であった。
・買物のビニール袋有料化でマイバックが定着した事もあり、利⽤者の半数はマイバックを持参し、⾃らビニール袋利⽤の低減に努めており、県境への意識も⾼く
なっているため、今後はSDGs教育で更に環境意識を⾼めていく。

諏訪市こども課
NPOホットライン信州（信州こども⾷堂ネットワーク）

諏訪地域振興局（諏訪合同庁舎）

市のフードドライブ実施後に⾷料の提供を頂く。NPOからのフェイスタオルの寄贈
⾷料・物資の提供
フードドライブ実施後の⾷料の提供を頂く

連携先 実施内容・結果



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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
企業組合労協ながの本部が実施

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

第53回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第54回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第55回信州こども⾷堂with諏訪湖清掃報告書（PDF、DOC）
第56回信州こども⾷堂with諏訪ベースボールクラブ報告書（PDF、DOC）
第57回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第58回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第59回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第60回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第61回信州こども⾷堂with上諏訪中学諏訪湖清掃報告書（PDF、DOC）
第62回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第63回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
第64回信州こども⾷堂with温泉寺報告書（PDF、DOC）
20210701_諏訪市⻑御礼状（PDF、JPG）

内容

⾃由記述

・こども⾷堂の利⽤者の若いお⺟さんより、「このこども⾷堂は、屋台やゲームがあって、他には無い魅⼒があるから来るの。」と⾔われた時には、”来たいと思ってもらう様な差別化ができたな”と実感し
うれしく思い、⼥性スタッフからは、「あの⼥の⼦はおしゃれをして来ているよ。」の意⾒からは、本当にコロナ禍で旅⾏等が制限され、こども⾷堂を楽しみにして来てもらっている事と、世の中の情勢を
反映している事がわかりました。
・コロナで影響を受けている70歳代の⼥性に毎⽉⾷材を宅配しているスタッフからは、「買物ではお財布とにらめっこしている。本当に助かります、ありがとう。」と⾔われた時にはやっていてよかったと
思いました。同時に⾃⽴していくにはどうしたら良いか、仕事を⾒出していくには何があるかも考えさせられました。

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。

はい

いいえ

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

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 企業組合労協ながの本部でほぼ完了した。

ほぼ完了したが、若⼲未整備の規定が残っており、現在整備を進めている。

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

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。 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


