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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

相談先の不
⾜

実施時期: 2021年3⽉〜2021年12⽉
事業対象地域: 全国
事業対象者: ⾃然保育・オルタナティブ教育等、多様な学びの場に関⼼を持つ家庭

課題設定、事業設計に関する振り返り

(1)ターゲット層の⾒直し
当初の計画では移住者を主な対象として捉えていた。
しかし、コロナによる活動抑制により体験会の開催が難しくなるということは、近隣の県あるいは県内在住の家庭においてすら、本来当法⼈の活動への理解を進めて
いただくことが難しいことを意味することに危機感を覚えた。
そのため、本事業の対象者層から移住という視点を取り除き、居住地域に寄らず⾃然保育やオルタナティブ教育に共感賛同いただける家庭と捉え直し、全体の計画、
具体的には移住への⼼理的ハードルを下げるための情報提供などには限定しない計画へと⾒直しを⾏った。

(2)動画に対するアプローチの変更に関して。
当初は、時節に合わせた動画をタイムリーに発信していくやり⽅に魅⼒を感じていた。しかし、こそだち舎の実情(マンパワー)として、それを継続することは⾮常に
難しいと感じた。来年になり発信がストップしてしまうことは、むしろ、こそだち舎サイトを訪問し動画を視聴している関⼼者層へのマイナスイメージとなる懸念を
感じ⽅針を「量より質」へと⾒直した。この⽅針変更が計画の遅れに繋がった。

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

【ステップ１】
実践するオルタナティブ教育を取材したド
キュメンタリー映画の上映会の実施

①上映会への参加者数

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 『⽥舎⼦育て』という選択肢づくり
資⾦分配団体名: 特定⾮営利活動法⼈ 智頭の森こそだち舎
実⾏団体名: 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム

事業実施概要

本事業は、⾃然保育やオルタナティブ教育に共感いただけるご家庭がコロナ禍により現場を体感する機会が妨げられている状況において、オンラインを介した情報提
供を⾏うことで、これまで同様に当ＮＰＯが提供する⾃然保育やオルタナティブ教育への参画を検討する機会を提供することを⽬的とした。
その具体的な施策として、必要な情報をオンライン上で⼊⼿しやすくするために、ウェブサイト構成を⾒直し、活動紹介動画を加るなどウェブサイトの内容を拡充さ
せ、オンライン説明会の機会を設定した。
本事業では4つのステップを設定した。①当NPOに所属するフリースクールの映画化に合わせ上映会を企画し発信のきっかけとする②動画による情報発信（7本予定
⇒8本作製）とGoogleアナリティクスによる閲覧解析が可能になった③オンラインに必要な環境整備（備品）④最終的に、移住者2名（園児⽣徒数としては3名）の誘
致に繋がった。
特に、①の上映会は当初の上映館の影響で1館⇒23館へと、想定より広く全国に広まった。また、③のオンライン説明会は⼊園検討時期にコロナが落ち着いたため、
想定したより相談数は伸びず、昨年より多くリアルでの体験となった。

2022年1⽉31⽇

①累計1000⼈（東
京・⿃取）

商業上映23会場
（1/31時点）東京、
神奈川、愛知、⼤阪、
兵庫、⿅児島、⻑野、
熊本、⼤分 、他
東京上映（4週間）約
1,000⼈
⿃取上映会（１⽇、２
回上映）→約４００⼈

オルタナティブ教育、多様な学びの場への関
⼼が⾼まっており、東京上映も2週間から4週
間に上映期間が延⻑され、上映館も当初予定
の1カ所から23カ所に広がった（1/31現在進
⾏中）。
⼤都市での上映館の広がりはある程度想定し
ていたが、想定以上に地⽅間での上映が広
がった。最初の上映館『ポレポレ東中野』で
上映ができた事、各種メディアによる発信な
どの効果が表れたと考えている。

【ステップ２】
HPで発信する情報の拡充(過去公開場情報の
アクセス性の改善、動画提供、HPの整備)

①ウェブサイト利⽤者
数

①サイトアクセス数
(⽉間)従来⽐1.5倍

①サドベリースクール
ウェブサイトのアクセ
ス数従来⽐5倍

解析⽤のgoogleアナリティクスの設定が11⽉
初め、ウェブサイトの改修が12⽉末になった
ため、現時点では改修前の基礎データのみで
⽐較データは1⽉末。映画上映の効果について
も、（10⽉の映画公開開始に対し）googleア
ナリティクスの設定が11⽉初めとなったた
め、評価が難しい。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

オンライン⽤マイク、
調⼦の悪かったWiFi
ルーターを買い替えオ
ンライン環境を整えた

想定したほどオンラインの説明会をこなせな
かったので、実際オンライン説明会を⾏った
上で必要性を感じた設備を整備することがで
きず、最低限必要な機材の整備となった。

①オンライン説明会の
回数、参加者数：10

回、20組

①'オンライン説明会
の実施体制が構築され

ている状態

②動画視聴数（2022/1/13）は
まるたんぼう（チャネル登録19）
⾃主制作1＝367、⾃主制作2＝75、⾃主制作
3＝78、中⾼⽣委託＝44
サドベリー（チャネル登録29）
⾃主制作＝773
こそだち舎（チャネル登録21）
まるたんぼう＝563、サドベリー＝436、すぎ
ぼっくり＝107

参考として
総務省ふるさとづくり⼤賞（まるたんぼう）
＝386
サドベリー映画（映画会社公式）＝4366
サドベリー映画公開記念イベント（映画会社
公式）＝1376

サドベリーに関しては映画公式の視聴数（こ
れ⾃体は映画の観客動員数を考えると少なす
ぎる気はします）が⼀つの指標とすると、も
う少し伸び代はあるように思える。

②8本（12/22現在）
４本（⼀部依託費利
⽤）：
https://www.youtube.
com/channel/UCWnt
I2NAJ33CsQTg_JgtJe
g
１本：
https://www.youtube.
com/channel/UCBps
ZYV9bdywoMycG63n
stA
３本（依託費利⽤）：
https://www.youtube.
com/channel/UCxZ_y
ZdXhWifzo_cGA5e0d
Q

②紹介動画公開(7本)②アーカイブ整備

【ステップ３】
オンライン⼊園(⼊学)説明会の実施(対話を通
した情報提供による不安の解消)

①オンライン説明会の
回数、参加者数

3回
3組

秋季以降、⼊園を意識した説明会の繁忙期に
は、コロナでの⾏動規制が緩和された感があ
り、実際に現地での体験会（2園合わせて）へ
の参加者がトータルで25件あった（前年度11
件）。その対応へ注⼒せざるを得ず、オンラ
イン説明会に費やすマンパワーが不⾜した。
（敢えてオンラインに注⼒しなくてはならな
い状況でなかった。）

事業実施以降に⽬標とする状況
コロナ禍の有無に関わらず、⾃然保育やオルタナティブ教育に共感賛同いただけるご家庭がその活動への参画を判断する材料となるオンラインを介した情報提供の場
を充実させる。それにより、より幅広い家庭に対しより簡易な⽅法でこの活動に参画いただける機会あるいはそのための第⼀歩を提供できる体制が構築されている。

考察等
コロナの状況によってオンラインへの需要が激しく変わり、想定していたような状況にはならなかったが、オンラインツールを整備したことで、コロナの状況次第で
すぐにオンラインに切り替えられる環境が整い、⼊園⼊学検討者とのコミュニケーションが容易に、また幅広くなった。また、ランニングコストもかからないので今
後に備えて整備しておくことに意義を感じている。

【ステップ４】
⼊園、⼊学の達成

①⼊園(⼊学)実績 ①⼊園(⼊学)実績：5
組

①⼊園(⼊学)実績：
まるたんぼう：5組
(R3年度：3組)移住者
1組
すぎぼっくり：5組
(R3年度：5組)移住者
1組
サドベリー：組(R3年
度：？組)

期待したほどの⼊園⼊学に繋がらなかった
が、逆に当NPOの事業を発信することがで
き、⼀度⾒学や体験に来られた⽅が増えたの
かもしれない。この⽅向で、体験者数を増や
していけたら、⼊園⼊学者にも⾃然と繋がる
のではないかと考えている。

潜在的受益者にコロナ対応可能な⼊⼝の
場所を広く認知させるための活動

遅延あり

当初、夏ごろを予定していた東京での映画上映会がコロナの影響で10⽉に遅延。それに伴い、⿃取上映会も10⽉末
にスライドする必要があった。11⽉以降、映画の上映館が全国23カ所に広がり、現在も進⾏中。この映画をきっか
けに、当NPOが掲げる『⽥舎⼦育ての選択肢』として、当NPOのフリースクールや森のようちえんを知って頂ける
機会が確実に増えている。このような広がりに繋がったのも、世の中のオルタナティブ教育への関⼼が⾼まっている
事もあるが、当初の上映館『ポレポレ東中野』での上映にこぎつけられたことが⼤きい。ポレポレ東中野で上映した
ドキュメンタリー映画は全国に波及しやすいという事を実感した。

⼊⼝まで来た受益者が充分な情報にアク
セスでき、オンライン説明会への参加ま
でスムーズに検討できる経路を充実させ
る活動

遅延あり

これまで森のようちえんまるたんぼうと新⽥サドベリースクールのウェブサイトしかなかったが、すぎぼっくりとＮＰＯの
ウェブサイトを整備。映画などをきっかけにサイトを訪れた受益者が動画を始めとした情報にアクセスできるようになった。
ウェブサイトを⾒て⾒学や体験に来られる⽅には、コロナの状況に合わせてオンライン説明かも⾏える環境が整った。

活動 進捗 概要



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

全て公開した

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。

完了

コロナによって阻害された、実際の訪問
を伴う体験や検討、不安解消の機能を補
完する説明会の実施 遅延あり

⼊園⼊学を検討する時期（9-11⽉）にコロナの状況が落ち着いたため、想定したほどオンライン説明会の需要はなかったが、
今後またコロナの状況が厳しくなった時にいつでもオンライン開催ができるような環境が整った。また、まるたんぼうに関し
ては、動画で簡単な説明会代わりの説明を⾏っているので、いつでも情報が得られるようになった。ＮＰＯのウェブサイトに
は団体のこれまでの軌跡やメディアでの紹介事例を紹介していて、不安解消につながっていると思われる。

⼊園・⼊学の達成と、本事業の評価の実
施

ほぼ計画通り

森のようちえんに関しては、期待したほど移住者に繋がっていないが、それぞれ1組が⼊園を決めているので従来程度。サドベ
リースクールに関しては、映画の上映で問合せ、⾒学、体験数ともに増えているが、最終的な⼊学に繋がっているのは今のと
ころ1家庭。検討中の家庭が8家庭あるので、今後に期待したい。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

映画の上映館が想定以上に広がっている。当初、東京のみだったし、広がっても都市部（⾸都圏、⼤阪、兵庫、愛知など）のみかと考えていたが、実際には、東京、
京都、⼤阪、愛知、神奈川、⿅児島、熊本、⻑野、⼤分、福岡、兵庫、群⾺、広島、岡⼭、埼⽟、福島、沖縄、宮崎、北海道、佐賀、仙台、⼭形、で上映済みもしく
は上映予定となっている（1/31現在）。また、上映に合わせてトークショーへのスタッフの出演の機会も多く、オンラインなので各地でのトークショーに参加で
き、直接の声を届けられている。また、映画が好評なので、新⽥サドベリースクールの書籍化の動きもあり（R4年度出版予定）、想定外の波及効果となっている。

課題を取り巻く変化

・コロナの影響で右往左往しているのは⼤きくは変わっていないが、今後また状況が悪化した時に、整備したウェブサイトを活かして情報発信やオンラインを使った
⼊園説明会などにすぐに切り替えられるようになった。
・整備したウェブサイトを活⽤して戦略的に広報することが可能になった。
・映画上映を機会に認知が広がってきたオルタナティブ教育をより現在のユーザー（不登校や学校に⾏きづらさを感じているこどもやその保護者）に伝えられるよう
に、よりターゲットを絞って映画の上映会とトークショーを展開し、サドベリースクールへの利⽤⾞獲得に繋げたい。

連携先 実施内容・結果

100.7%

100.5%
管理的経費 102.3%

事業費
直接事業費

2,196,660 2,211,307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）

・2021/8/21付【⽇本海新聞】《教育の新しい価値観を創る》智頭「新⽥サドベリースクール」ドキュメンタリー映画完成
・2021/8/25付【⽇本海新聞】《ふるさとワイド》新しい学びの形知って 智頭・新⽥サドベリースクールドキュメンタリー映
画
・2021/12/16付【NHK】新⽥サドベリースクール

・上映会チラシ

内容

補⾜説明
特になし

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
2,041,660

155,000

実績額
2,052,782

158,525

執⾏率



Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

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

総会：2021/7/4
理事会：2021/10/18, 12/20

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。

⾃由記述

・Googleアナリティクスによる現状のデータの評価は以下の通り
こそだち舎サイトの閲覧者数（ユーザー数）は2021年11⽉169⼈、12⽉232⼈。
居住地別に⾒ると、⼤阪、⿃取、横浜、名古屋などが上位。ただし、東京は区で分割されているようで、東京都としては上記に⼊る可能性がある。その他、広島、福岡などに⼀時的のような増加があるの
で、映画の影響の有無を確認する必要がある。いずれにせよ、⿃取との距離感も踏まえ、「⼤阪」には着⽬したい。
閲覧者の来歴（どこを通ってこそだち舎のサイトに来たか）は、検索(google,yahooなど)、直接（＝ブックマーク等？）、リンク（まるたんぼう、新⽥サドベリーが主で⼀部 全国森のようちえんネットワー
ク）が主で、少数としてyoutube,facebook,Instagram。
アクセス機器は据え置きのPCとスマホ等のモバイル機器で約半分半分。
・本事業に組織横断的に取り組んだっことで、組織基盤を⾒直して、組織のあり⽅、意思決定や情報伝達の仕⽅などを⾒直すきっかけとなった。各セクション（森のようちえん2園）とフリースクールの仕
事とNPO事務局の仕事を明確に分けて運営していく事に転換した（R4年度から）。まだ試⾏錯誤をしている段階だが、事業開始14年⽬を迎える段階で、何を⼤切にし、組織がどうありたいか、どうやって利
⽤者を獲得していくか、⼀緒にやっていく魅⼒は何か、⾊々と考えるきっかけを頂けました。ありがとうございました。

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

はい

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

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


