
⽇付：

Ⅰ．事業概要（総括）

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．資⾦分配団体としてのアウトプット（※⾮資⾦的⽀援部分を中⼼にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

⻑野県

その他
⾷料関連の
不⾜

⻑野県

障碍者 その他 ⻑野県

⽣活困窮者 就業困難 ⻑野県

その他 就業困難 ⻑野県

ひとり親
相談先の不
⾜

⻑野県

中間⽀援者 その他 ⻑野県

・相談の機会
・情報を得ることができる

・数
・参加⼈数
・情報

・1ヶ所
・20
・情報

・1ヶ所
・46回
・情報

リーダーの不在（急逝）をにより、⾏政委託事業が思わしく進ま
ない状況で、業務再起に対しての事業助成となった。
リーダー⾃⾝もひとり親としてピアサポートを実施、伴⾛⽀援で
連携先も⽣まれた。Line、電話転送等で相談事業の実施体制が確
⽴された。まだ、全県⽀援体制ができてなく、東北信での連携先
が必要。

・４ヶ所
・10919
・４ヶ所

共同作業所、カフェ運営の障害者⽀援団体は、農福連携に事業拡
張をこの助成で⾏う。収穫物を得るまでは対象者の評判は良くな
かったが、実際に作物を⼿にし、⾷し、販売することで働く意欲
が芽⽣えた。
軽度の障害等働くことが困難な若者への包括的な相談事業の開発
では、⼾建てを居場所とし、落ち着いた雰囲気で相談事業を⾏え
た。
重度障害者の⽣きがいづくりとして創作活動の場を作った事業で
は、対象者の制作物が社会とのつながりを⽣むことになった。

・居場所ができる
・相談の機会
・就労の機会

・数
・参加⼈数
・意識向上

・2ヶ所
・580
・意識向上

・2ヶ所
・695
・意識向上

⽣活困窮者は軽度障害者、社会的接続の未発達な者など多様で複
雑な要素を持たれるが、児童福祉施設出⾝者への居住も含めた就
労⽀援、孤⽴した⽣活困窮者への⽀援を⾏った。相談へのハード
ルを下げる⼯夫としてカフェ形式、教室形式など⼯夫し、まずは
居場所に⾜を運んでもらう。安⼼して暮らしてもらう環境整備が
功を奏して伸びている。

・数
・参加⼈数
・意識向上

・2ヶ所
・60⼈
・関係⼈→400⼈
・意識向上

・2ヶ所
・42⼈
・関係⼈⼝→222⼈
・意識向上

フリースクール出⾝の若者が⾃ら若者の⾃⽴⽀援を⾏う居場所づ
くりでは、なかなかリーチが難しい対象者に家族を含め相談にこ
ぎつけ、就職へこぎつけた。
Uターンした若者が地域資源を活⽤した事業拠点づくりでは、ア
ウトドアプログラムを開発、インストラクタ育成を⾃ら⾏い、夏
場の事業収⼊へ結びつけた。通年事業へのアプローチが伴⾛⽀援
の課題である。

・居場所ができる
・学びの機会

・数
・参加⼈数
・学⼒向上

・9ヶ所
・5530⼈
・学⼒向上

9ヶ所
・4821⼈
・学⼒向上

コロナ禍で⾏き場を失った課題を抱えた⼦ども若者が安⼼してい
ることができる居場所、学びを得る場が⽣まれた。学びの機会は
コロナを考慮し、オンラインでの学習が増えた。
参加⼈数の伸び悩みは、対⾯での⽀援の場で顕著で、コロナでの
出控えが影響している。
学⼒に関しては評価をしていないが、学習する習慣と場の提供が
⼦どもへの前向きな意識形成に貢献した。

・居場所ができる
・暮らしやすさ
・⽣きがい

・居場所ができる
・相談の機会
・就労の機会

・⾷を得ることができる居場所ができる
・⾷料を⼿に⼊れることができる
・⼈と触れ合うことができる

・数
・参加⼈数
・意識向上

・5ヶ所
・2270⼈
・意識向上

・5ヶ所
・2415⼈
・意識向上

⼦ども⾷堂を中⼼に⾷⽀援を⾏った。コロナ禍において、⾷事の
提供は減少し、弁当等の配布、フードパントリーへシフトした。
弁当も開催場所の商店街から⾷材を購⼊するなど営業⽀援も含め
た多様な⽀援形態が⽣まれた。
必然的に相談事業への連結を⽣み出す伴⾛⽀援が必要。

・数
・参加⼈数
・意識向上

・４ヶ所
・7704
・意識向上

課題を抱えたこども、若者、障害者等 受益者の⼈数 16,296- 対象地域

実施時期: 2020年８⽉〜2022年３⽉ 

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: コロナに負けない・越える信州緊急助成事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ ⻑野県みらい基⾦
実⾏団体数: 20団体

事業において主たる⽀援対象となった者（受益者） ⻑野県

2022/4/26

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

＜ハード系＞・コロナ感染症対策としての施設改修、ワークフローの改善→該当事業全てにおいて完了、開設ができた。
＜⾷⽀援＞・コロナ禍における⼦ども⾷堂開催、弁当等の配布事業。⽣活困窮者、就労⽀援上での⾷⽀援は⼗分⾏えた。単なる⾷⽀援にならず、商店街⽀援など多様なセク
ターとの連携が始まっった。
＜学習⽀援＞リアルな⽀援をオンラインに変換する事業が多く、移⾏、導⼊での事業でのスピード格差があったがすべて移⾏した。特に、無料塾におけるソフト⾯での⼤学⽣
ボランティアの活躍には⽬をみはるものがあった。
＜相談⽀援＞多様な⻑引くコロナを要因とした課題への相談ができた。就労⽀援に居住⽀援を組み合わせた⽀援は養護施設出⾝者の課題を浮き彫りにさせ、シェルターの⼊り
⼝に位置する居場所（カフェ）開催場所では、相談しやすさを⽣み出した。
＜複合＞障害者への制度では出来ない⽀援を⾏えた。例えば、重度障害者の創作活動への⽀援、コロナ禍で多様な経験ができない⼦どもたちへのプログラムの開発とその体験
の場の提供。コロナ禍でも可能なUターン事業の開拓と若者の創業⽀援が出来た。

課題設定、事業設計に関する振り返り

＜ハード系＞施設の改築、新設等での開始が出来たが、それを継続する運営フローまでの時間と予算が⾏き渡らず、出⼝戦略の課題となった。
＜⾷⽀援＞集い⾷する⼦ども⾷堂的な⽀援は配⾷が中⼼となった。集いで⽣まれるコミュニケーションや体験をどう提供するか、課題である。
＜学習⽀援＞⽣活困窮家庭へのオンライン学習の可能性を実践できた。
＜相談⽀援＞居場所を設け、対象者の来場へのハードルを下げることで相談を増やす事業設計はうまくいった。ひとり親家庭等には、多様なアプローチと対象者が⾃ら働いて
いる時間帯での相談体制の構築が⼤事であることが⾒えた。
＜複合＞⻑野県の資源を活⽤しコロナ環境であっても体験できるプログラム開拓ができた。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

・情報発信、提供
・相談の機会

・数
・参加⼈数
・情報

・2ヶ所
・48
・500

・2ヶ所
・31⼈
・3100

コロナ禍で不安な⽇々を送る市⺠へ、健康指南、免疫⼒をつける
⾷事作りなどをオンラインで提供する事業では、3000アクセスを
⽣んだ。
犯罪被害者⽀援では、対⾯の相談事業をオンラインで⾏う環境づ
くりをした。合わせてITスキルの学習を相談員に⾏い、コロナ禍
で増加している性被害、DV被害の相談ハードルを低く出来た。
更に、IT系のメリットを追求する⽀援をしたい。



２．実⾏団体のアウトプット合計 ※別の様式で取りまとめている場合はそちらでの代替が可能です。シートを追加し、貼り付けください。 *休眠預⾦活⽤コロナ緊急助成2020実⾏団体資料

①受益者 ②課題 ③対象地域

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．資⾦分配団体としての⽀援の取り組みに対する総括

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（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

\114,098,078

有無

有

有

有

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

考察等

・コロナが⻑引く状況で、県内の困難を抱えたこども若者、家庭の孤⽴、格差が新型コロナウイルス発⽣前に戻る環境ではないが、Withコロナとして捉え、今回構築した事業スキームを継続することで、対象者へ
リスク軽減を図る動きが芽⽣えた。→助成事業20→継続事業20
・助成団体の事業継続内容ヒアリングにおいて、情報提供型事業と農福連携事業の連携が⽣まれた。また、オンライン学習フローの構築を⾏った団体が、そのスキルを学習⽀援をする他の団体へ提供した。
・地域の事業開発では、⾃然体験プログラムを県外に広め事業化するために旅⾏者を設⽴。また、⾃然体験型ツーリズム開発では、冬期の事業開発に着⼿した。総じて、単年度助成ではあったが、それぞれが次の
ステップへの⾜がかりを気づいた助成となった。

資⾦分配団体の取り組み詳細（実⾏団体に対する⾮資⾦的⽀援）
取り組み 取り組み分類 到達度 概要および考察

事業実施以降に⽬標とする状況

・県内の困難を抱えたこども若者、家庭の孤⽴、格差が新型コロナウイルス発⽣前に戻り、それ以上に改善する兆候が⾒える（助成団体の事業継続数（定量））
・単⼀のセクターが⾏っている各個の⽀援活動を、共通の課題として認識し、複数のセクターが協働で展開する兆候が⾒える（助成団体の事業継続内容ヒアリング（定性））
・⽀援する公共的活動団体が、事業継続⼒を持つようになる（助成団体の経営内容（定量＋定性）

創業⽀援
事業運営⽀援 想定通りの成果

⾃然環境を活⽤したソーシャルビジネス⽀援。調査段階から実装までを単年度で2事業を⾏った
が、通年事業への拡⼤、都市部への集客活動への展開につながった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

・実⾏団体にとって想定したより事業継続への意識が⽣まれ、独⾃の事業終了後のヒアリングでは、20団体のうち、具体的な継続への提案が19に及んだ。
内容は、⾃らファンドレイジング活動を⾏う⾃主継続型が３〜４事業。新たな助成⾦獲得（⾏政⽀援も含め）をを⽬指す事業が、7事業。そのうち、当財団で⼿当できた事業
が2事業。他財団獲得が3事業。未定が1事業。
事業発展として収益事業を模索する事業が2事業ある。ファンドレイジングと⾃主事業構築を⽬指す団体が多く⽣まれたことは⼤きな成果であり、しっかり伴⾛⽀援を⾏って
いきたい。

・

他事業との連携づくり
ネットワーク形成・CI促進⽀援 想定通りの成果

⼦どもの居場所、学習⽀援事業から、地域の学⽤品、フードバンク的なリユース拠点へと進化す
るためリユース団体と連結を構築。広がりにより、逆にリユース倉庫が⼿狭になった。

業態変更⽀援
モデル形成・SI促進⽀援 想定通りの成果

障害者の作業所を農福連携で業態を変えて、事業継続を図った。農作業、収穫、販売、⾷産業へ
の連携までシームレスな構築が難しかった。

地域のこども⽀援ネットワークと連携 ⼦どもの居場所事業、配⾷、フードバンク活動の告知、協働 諏訪地域、伊那地域では複数の助成団体が地域ネットワークに参加し活動の幅を広げ広報が出来
引きこもり⽀援団体とフリースクールの連携 スタッフの学びの場に、アウトリーチ型引きこもり⽀援をしている2019年度実⾏団体を紹介

し学び合う。
同じ⽀援分野だが異なった環境で活動する団体同⼠が学び合うことで新しい学びを⾒つけた。

課題を取り巻く変化
⻑引くコロナ禍で地域の困難を抱えている、弱い⽴場の⽅々はますます影響が深くなっている。それらに対応する⽀援事業は、コロナ緊急時より地に⾜のついた事業となって
おり、課題はいかに継続⼒を持つか。また、⻑期化する中で⾒えてきた新たな課題、孤⽴化、学習環境の劣化、DVや性被害の増加などへの対処が重要であり、資⾦⽀援、⾮
資⾦⽀援を準備していきたい。

本事業を⾏なっている中で⽣じた
実⾏団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点
（1,2団体の事例を具体的かつ⾃由にご記載ください）

上記でも述べたが、コロナ禍で⽣まれた課題「⾃然体験の減少」「コミュニケーションの不⾜」「多様な学びの場の必要性」などに対応した、インキュベーション的展開事業
が終了後、実装段階を迎えた。
⼀つは⼤町の「コロナに負けない⼦どもの居場所創出事業―北アルプス⼭麓の地域資源を活かして―」と飯⽥の「コロナ時代の⼦供の発育⽀援と担う若者育成―密にならない
⼭と川遊びフィールドの創出―」。
ソーシャルビジネスのスタートアップとして当助成⾦が作⽤し、コロナ禍だからこそ必要な要素を事業に組み上げている。このチャレンジを当財団もしっかり伴⾛⽀援してい
く。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

プログラムオフィサー関連経費 \1,480,000 \1,480,000 \2,960,000 \2,978,083 101%

98%
管理的経費 \4,509,944 \6,074,123 \10,584,067 \10,584,800 100%

事業費
直接事業費 \22,500,000 \37,500,000 \60,000,000 \58,632,485

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 新聞告知として4周に渡り連載し、広く休眠預⾦事業を広報した。＊添付あり

合計 \56,979,888 \57,118,190 \73,544,067 \72,195,368 98%

広報制作物等 上記告知をPDFにし、web等で配布した。

報告書等



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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。 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。 全て公開した

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

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

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

4.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更はなかった

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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(内容を右に記載)

理事会に諮り強化施策を検討検討した。

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

⻑野県みらい基⾦監事（会計事務所）による監査を実施した。
内部監査

実施予定はない
(右に理由を記載)

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。 はい

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。 はい

⾃由記述

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(JANPIAの通報制度利⽤)

7.事業完了した実⾏団体へ監査を⾏いましたか。 実施済(概要を右に記載) 2021年12⽉と2022年3⽉にそれぞれ実施

8.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


