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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 
資⾦⽀援

実施時期: 2020年11⽉〜2021年10⽉（第⼀期）
事業対象地域: ⻑野県

事業対象者:

進捗報告書 （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: 公益財団法⼈⻑野県みらい基⾦
実⾏団体数: 20団体（うち第⼀期10団体）

[直接の対象者]⻑野県内で様々な課題を抱える⽅々を⽀援するNPO等公共的
活動団体
[最終受益者]⻑野県内の課題を抱えるこども若者や障がい者、⾼齢者及びそ
の家庭。また、それらを⽀援する地域住⺠など。

実⾏団体名 進捗状況 概要

・⼦どもレストラン等の⾷の⽀援については、弁当配布への切り替え等により計画通り実施できてい
る。また学習⽀援についても、コロナ対策をした上で計画通り実施している。
・てくてくの農業は屋外での活動ということもあり、農福連携は予定通り進んでいる。
・チェルノブイリ連携基⾦の動画配信は予定通り⾏っているものの、動画により視聴者数に⼤きなば
らつきが⽣じている。⻑野犯罪被害者⽀援センターの相談のオンライン化は、被害者の個⼈情報保護
等の課題から対応⽅針の策定に時間を要している。機器の導⼊は済んでいる。
・てくてくの農福連携については上述のとおり計画通り実施している。県社協の就労⽀援はコロナ禍
での周知に苦慮しており、⼈数が伸び悩んでいる。
・どの団体も助成期間後の出⼝戦略が課題であり個別対応を図っている。

・学習、⾷の⽀援の継続とアウトリーチ（直
接＋ICT 活⽤）
・新たな連携構築
・新たな事業形態開発運営

・新規就労者数とスキル獲得

・県内のNPO等公共的活動団体の事業継続・
再⽣

事業概要

1. ⽀援活動継続⽀援としての助成事業「⽀援活動団体への経済的、⼈的不⾜への助成」
2. 事業形態改変への助成事業「 既存事業をコロナ対応にするために⽣じる事業資⾦助成」
 ① 設備的資⾦   ② ⼈材的資⾦
3. コロナ対応新規事業開発への助成「既存事業から、あるいは併存して始める新規事業への助成事業」
 ① 研究開発資⾦  ② 設備投資的資⾦  ③ ⼈材育成資⾦

総括

昨年度のコロナ対策の経験を踏まえ、多くの団体で計画通り事業を進めていただいている。⼀⽅で、コロナ禍であることを前提にニーズの把握をし
ていたところ、コロナの影響が想定より深刻で、実⾏団体のキャパシティを超えた利⽤者が集まるといった反響があった。また、いずれの団体も助
成期間後の出⼝戦略について課題があり、事業継続に向けて、コロナの影響で収⼊が減少している中でどのように活動資⾦を確保するかを懸念して
いる。

進捗状況
アウトプット（今回の事業実施で達成される

状態 ）

特定⾮営利活動法⼈
まちの縁側なから

ほぼ計画通り

 コロナ対策として⼿狭であった⼦どもの居場所スペースを、プレハブを新設することで拡
張。ほぼ毎週⼟・⽇曜⽇に新設のプレハブを活⽤してコロナ禍で重要が増えたフードパント
リーと学⽤品リユースを実施し多くの利⽤者がある。また地域の教育委員会、⾃治体、社会
福祉協議会などとの連携も強くできている。SDGsなど社会的な課題解決を意識した⾼校⽣
のボランティア参加もあり、現場の体験と学びがなされている。
 学習⽀援のプレハブ利⽤は、コロナの影響で令和2年にはほとんど参加しなかった⼦ども
たちが徐々に戻りつつある。また多⼈数での環境が苦⼿な⼦どもの居場所としてもプレハブ
を活⽤し、結果として密を避けての活動に活⽤させていただいている。



特定⾮営利活動法⼈
⼦どもサポートチームすわ

ほぼ計画通り

 コロナの感染拡⼤を防ぎつつ近隣地域の不登校児童⽣徒の居場所とするため、古⺠家の改
築を実施し、居場所として利⽤している。2020年度は週2回、2021年度は週3回運営してい
る。児童⽣徒は学校の先⽣⽅とも交流できている。現時点で発達特性のある⼦どもを⽀える
仕組みは明確に出来てないが、この事業の終了までには理念だけでもつくりたい。
 また、チームすわを卒業した若者達が本事業に参画し、今度は「⽀援者」に回る仕組みづ
くりを⾏っている。当事者が⽀援者になる仕組みは実践の中から出来ると考えている。

特定⾮営利活動法⼈
こどもの未来をかんがえる
会

ほぼ計画通り

 新型コロナ感染拡⼤防⽌のため、富⼠⾒町でも頻繫に⼩中⾼校が休校になっている。その
ような際に居場所をなくした⼦どもたち向けに、居場所事業を⾏っている。2020年度はリサ
イクル事業や配⾷事業など、できることをコツコツ積み上げることができた。
 ⼀⽅で、コロナ対応に対して⾏政から⼗分な情報がなく、スタッフの安全も考慮しなくて
はいけない場⾯も出てくることがあったため、2〜4⽉にはやむを得ず居場所を閉めなくては
ならないこともあった。予定していた他団体との交流がキャンセルになることもあった。可
能な限り居場所を開所するため、⾏政等との連携が今後の課題である。また達成できていな
いこととしては、学習ボランティアの⼈員が⾜りないことが挙げられる。

社会福祉法⼈まるこ福祉会 ほぼ計画通り

 こどもレストラン事業は、コロナウイルスが感染拡⼤する中においても、徹底した感染対
策を⾏い実施してきた。また感染対策として、コロナ禍での⽣活困難者や、ひとり親家庭に
⾷材・弁当の配布などを⾏った。
 ⼀⽅で、「安く⾷事ができる」という理由で安易に利⽤する保護者がいたり、真に⾷事に
困っている⼦どもたちが、いつどこで開催されているのかという情報を⼊⼿することができ
ない、周りの⽬が気になって⾜を運べないなどの課題がある。またひとり親世帯など⽣活困
難者を把握することの難しさを痛感した。今後は、⾷事の提供に限らず、若者を含めた⼦ど
もの居場所づくりに視点を変えた弁当配布の実施も検討したい。

⼀般社団法⼈フォースマイ
ル

計画通り

 不登校、不登校傾向にあるこどもとその家庭の課題と格差が、新型コロナの影響でさらに
広がっているため、こども・親・若者の相談や学習⽀援や、体験活動が安⼼してできる環境
を整える。毎⽇何⼈かのこどもが訪れ、⾃由な活動をしている。
 様々な年齢のこどもが利⽤するため、ネット環境の強化、外部での運動のための交通⼿段
を検討中。コロナで無料の体育館等が利⽤できない、スタッフ不⾜で送迎などのニーズに対
応できない、という課題がある。フリースクールに通えない、動けない状態の⼦どもに関す
る重い相談も増加。保護者の負担が少ない学校外の活動のニーズも増加しており、今後対応
について検討したい。

特定⾮営利活動法⼈
フリーキッズ・ヴィレッジ

ほぼ計画通り

 新型コロナの拡⼤により増加傾向にある不登校⽣徒児童（特に⾏政⽀援を受けられないグ
レーゾーンにいる⽣徒児童）への⽀援のため、拠点であるフリースクールの感染防⽌対策
や、⽀援のオンライン化、野外での活動の強化等を実施。現在(5⽉)は⼩学⽣2名、中学⽣4名
が主に毎回フリースクールに通っている。
 当初は受け⾝であったが、⼦どもたちのやってみたいことに挑戦する機会として、春休み
に地域の⼦どもたちが⾃主的に出店する⼿作り市『⼭の⼦まつり』を開催。そのような成功
体験を通して主体性が少しづつ⽣まれ、徐々に他地域の市に参加したり、連携団体（NPO法
⼈はみんぐ）にてお菓⼦作りの講習を受けることができるようになった。
 コロナ禍での進路をどのようにサポートし、将来につなげていくかが今後の課題。保護者
会を開いて保護者と率直に語り合う場を設けつつ、就職希望者には職場体験の機会などを設
ける予定である。

特定⾮営利活動法⼈てくて
く

ほぼ計画通り

 コロナ対策として、障碍者⽀援の在り⽅を屋外で実施する⽅向に転⾝。畑を借り受け、農
福連携似よる⾃⽴⽣活⽀援（再発防⽌、地域⽣活維持）を⾏っている。春になりほぼ毎⽇
「ふれあい農園」に出向き、職業リハビリテーションとして農作業を順次進めている。
 農家からの作業受託はまだないが、「ふれあい農園」の作業を通じてやりがいを感じた障
がいのある当法⼈の利⽤者が農業に興味を持ち、就労継続A型事業所である「みらい農園」
の求⼈説明会に参加して５⽉から体験に参加することになった。この利⽤者が就農できれ
ば、今回の事業のうれしい成果となると思う。これから暑くなり体⼒も必要になるので現場
の声を確認しながら実施をしていく予定である。



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

社会福祉法⼈
⻑野県社会福祉協議会

ほぼ計画通り

 コロナの影響により増加傾向にある失業者等を対象に、住宅⽀援と就労⽀援を実施。緊急
事態宣⾔等により積極的な広報が難しく利⽤者は4名に留まり、予定していた⽀援者数には
達しないものの、うち２名は令和元年度東⽇本台⾵で被害を受けた果樹農家に就労し、働い
ている。また利⽤者の1⼈は児童養護施設退所後の⽣活の不安定から施設職員を通じて利⽤
に⾄っており、今後の課題として、潜在的な課題を顕在化して関係機関との連携につなげて
いく必要がある。
 協⼒団体（まいさぽ）からコロナ禍における住居を喪失する恐れのある⽅の相談は継続的
に寄せられている。報道機関が寄せる本事業への関⼼も⾼く、テレビや新聞にて取組の紹介
も随時⾏われており、着実に地域に活動は認知されつつある。コロナ禍でのシェアハウスの
運営には細⼼の注意が必要だが、今後も更なる景気の悪化が懸念されることから、必要な⽀
援につなげていきたい。

特定⾮営利活動法⼈
⻑野犯罪被害者⽀援セン
ター

ほぼ計画通り

 コロナ禍でも犯罪被害者への必要な⽀援を継続するため、事業のオンライン化を実施。パ
ソコン環境では主にハード⾯の整備を⾏い、リモートでの研修・会議を実施した。また対⾯
での⾯接の際も本助成⾦にて購⼊したアクリルパネル等を使⽤して⾏うなど、対策を講じた
⽀援を提供した。
 犯罪被害者というデリケートな⽀援対象者への⽀援のオンライン化には課題が残るが、そ
の準備段階として当センター理事岡本かおり（清泉⼥学院准教授）、清泉⼥学院⼤学⽣徒と
共同でマニュアルを作成し、センター⽀援事業員への指導を⾏う等、リモート⾯接の実現に
向けて活動をしていく予定である。

特定⾮営利活動法⼈
⽇本チェルノブイリ連帯基
⾦

計画通り

 新型コロナの影響により市⺠活動が抑制される中、より⼀層の⼼⾝の健康維持を⼼掛ける
必要があることから、楽しく学べる映像番組を作成し配信。①発酵⾷のおやつ作り、②放射
能についての学習会、③鎌⽥實先⽣による健康講話、④⼦ども達への核・放射能被害につい
ての読み聞かせの動画を作成し、YouTubeに9本アップした。内容はそれぞれ充実したもの
になったが、動画の尺が⻑かったり、学習になると視聴者数が伸び悩む傾向にある。視聴者
の動向を分析しながら、今後の映像制作を⼯夫していきたい。
 参加者へのアンケートや事務局に直接寄せられる感想では、好評をいただいているので、
相変わらずコロナの先⾏きが⾒えない中でも、スタッフの励みになっている。進捗は計画ど
おりで対象者の満⾜度は⾼いものの、到達度は⼈数的に⽬標値に達していないので、対策を
しているところである。

多くの団体が予定通り事業を実施しているものの、１年という短期間においての⽬標値への到達が困難な状況も⾒受けられる。また、特に⾷の⽀援
ではその⽬標を「⽀援⼈数」（定量）としているものの、果たして本当に⽀援すべき⼈たちに⾏き渡っているのかという葛藤を持ちながら進めてい
るところもあり、定性的な実態の把握に悩む団体もある。今後は、数値や報告書（⽂章）だけでは表現できない各団体の成果についても調査し、表
現していきたい。

事業⽀援 ほぼ計画通り
それぞれの事業対しての事業のアウトプット達成への具体的⽀援。全体に対しては
経理処理等の総務⽀援。ICT等の技術的⽀援。⼦どもサポートチームすわにはイベン
ト実施⽀援。てくてくには⽉次の定例相談等を⾏っている。

広報⽀援 ほぼ計画通り
なから、フォースマイル、てくてく、チェルノブイリ、県社協等にはSNSやホームページ等
での広報⽀援を多くしている。

活動 進捗状況 概要

定期的MTG ほぼ計画通り
個別にそれぞれの事業の進捗、課題点、現場での悩みなど担当POと理事⻑が⾯談
し、リスク管理も含め丁寧な関係性、情報共有を図っている。

継続⽀援 ほぼ計画通り
初期投資的な資⾦的⽀援である事業においても、フリースクール等需要が拡⼤している団体
においては、助成終了後の事業継続への課題を抱え相談が来る。個別に事業継続への施策を
検討したり、新たな資⾦作りを相談している。

⾃由記述



2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

プログラム・オフィサー関連経費 \968,598 \0 \968,598 \0 0%

0%
管理的経費 \2,469,260 \288,552 \2,757,812 \0 0%

事業費
実⾏団体への助成に充当される費⽤ \25,768,695 \15,337,560 \41,106,255 \0

合計 \29,206,553 \15,626,112 \44,832,665 \0 0%

補⾜説明 2021年５⽉末現在



Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

無

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

〇コロナ禍での不登校等の相談件数が想定より多く、対応するスタッフの不⾜や居場所の広さ等の課題が⽣じている。
〇緊急事態宣⾔や警戒レベルの引き上げ等により、積極的な事業の周知が困難な状況にある。
〇なお、想定した次のリスク等については発⽣の報告は受けていません。
・⼦ども⾷堂や学習⽀援において参加者が直接集まることによる３密状態とクラスター発⽣等のリスク
・県内の感染症警戒レベルの上昇による事業継続の可否
・コロナ対策と、事業実施の確実性・社会的インパクト評価の実効性の両⽴
・当財団内での新型コロナ感染者の発⽣とそれに伴う伴⾛⽀援等の継続可否

⾃由記述

いずれの団体もコロナ禍で思うようで活動ができないでいるが、2019通常枠の団体と協⼒した事業構築等を⾏っている団体もあり、今後の相乗効果
に期待している。
どの事業も地域にしっかりとしたインパクトを提供しているので、継続への⽅策を⼀緒に検討していく。

Ⅷ. 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）

JANPIA広報と連携した県社協事業の広報（福祉新聞）
実⾏団体の告知に連動した当財団SNS等での告知、広報。

広報制作物等

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通り
に開催されていますか。

はい

5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されて
いますか。

いいえ

3. 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. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏ってい
ますか。

はい 情報公開請求はありませんでした。


