
親⼦の発散の場作りと⼦育て世帯を救う⼦育てネットワークの構築 Version 3.2
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

⼦ども・学
⽣

外出困難

事業実施概要

弊社が運営する３つの常設施設、これまでの事業・活動の認知度、ネットワ−クを最⼤限に活⽤・発揮し、全ての⼦ども達が⽣まれ持った権利を守り、⼦育て⽀援の⼀環として対象世帯へピンポイントで⽀援を⾏っ
た。新型コロナによって深刻化した課題は、これまでの⼦育て世帯での課題を浮き彫りにしている為、児童虐待予備軍、将来的に初めて親となってから直⾯する⼦育ての不安と育児ストレス、核家族化、離婚増加に
よるひとり親の孤⽴化、低収⼊等から引きおこる育児放棄等、地域として⼦育て世帯を孤⽴化させない明確なミッションの元、コロナ禍によって増幅したストレス発散⽀援に特化させた。
また、コロナ禍でも安⼼して体を動かせる屋外遊び場ジムの新設や、施設利⽤にあたっては経済⾯の⽀援を⾏い利⽤の後押しができる仕組みを構築、また地域住⺠を巻き込んだネットワークづくりでの情報交換や⼦
育て相談の場の創出など具体的⽀援を⾏った。

課題設定、事業設計に関する振り返り

事業期間中、⼆度の新型コロナ集中対策により対象世帯が外出⾃粛、弊社施設も休館せざるを得なくなり対象者へ情報が届きにくい状況となったが、オンラインで申込や相談できるように構築し情報を発信し続け
た。対象者からは「出かける場所がない」「マスク着⽤によって⾔葉の発達が遅れているのでは」など⼦育て環境や発育について⼤きな不安を抱いている声を多くいただいたため、変化に対応しながら必要とされる
活動を実施することができた。

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

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 会津地域を中⼼とした福島県内

事業対象者: ◆全ての⼦ども達を対象。特に特化弱者世帯
①障がいをもった⼦育て世帯
②児童養護施設⼊所児童
③ひとり親世帯

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名:
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈ふくしま百年基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈Lotus

2021年11⽉8⽇

常設施設「コワ−キングスペ−ス付きもくれ
ん」において、11/1以降、会津地域在住者に
おいては事業期間無料開放

「もくれん」会津地域
利⽤者数+福島県内在
住者利⽤者数

「もくれん」利⽤者数
1⽇12世帯
(10:00-12:00・13:00-
15:00・15:00-17:00
各4世帯)

【全期間】
・開館⽇数 222⽇
・1⽇あたり平均利⽤者数＿4〜5世帯
・利⽤者数＿延べ954世帯（※うち新
規利⽤者数＿延べ364世帯）

【2020/11/1〜2021/3/7】
・会津地域在住者無料＿延べ473世帯
（※うち新規の無料利⽤世帯数＿延
べ110世帯）
・他福島県内在住者有料＿延べ21世
帯（※うち新規の有料利⽤世帯数＿
15世帯）

【2021/3/8〜2021/10/25】
・福島県在住の⼦ども無料（⼤⼈は1
名1,000円）
・利⽤者数＿延べ460世帯（※うち新
規利⽤世帯数＿239世帯）

対象期間 2020年11⽉1⽇-2021年3⽉7⽇
5⽉15⽇〜6⽉7⽇は会津若松市の新型コロナ集中対策期間のため臨時休館と
した。
無料開放により以下の課題が⾒えた。
【課題点】
・同⼀ユーザーで⼊館制限世帯数を占領し、対象者が利⽤することができ
ない。
・おもちゃを壊す・⽚づけない等の利⽤⽅法の低下。
・ルールを守れず、利⽤者同⼠の⾔い争いやクレームへ発展。
【原因】
・無料にしたことで、利⽤者⁼保護者の責任意識が薄れたことにより、利⽤
マナーが悪くなってしまったと考える。それに加え、施設内の遊具・玩具
の価値が下がり、扱いや遊び⽅の問題が出てしまったと考える。
【対策】
2021年3⽉8⽇からは「福島県全地域⼦ども限定無料（⼤⼈は1名1,000
円）」へ変更した。

外出困難

屋外遊び場ジム「もくジム」新設

「もくジム」利⽤者数

「もくジム」利⽤者数
1⽇10世帯

(営業時間10:00-17:00
2時間毎3世帯程度)

開館⽇数 114⽇

総利⽤者数延べ153世帯(1⽇平均１〜
２世帯)

※内新規利⽤者数：105世帯
 内パスポート発⾏数：5世帯

2021年4⽉1⽇に施設をオープンした。
 開館⽇数 114⽇、延べ利⽤世帯数は153世帯。
 5⽉15⽇〜6⽉7⽇は会津若松市の新型コロナ集中対策期間のため臨時休館
とした。
 オープン間もなく休館となったため当初想定よりも利⽤世帯数が伸びな
かったが、以下のように対応・改善をした。
【対応・改善点】
・梅⾬対策（５⽉実施）
 ⽬的：屋外の遊び場において４〜５⽉にかけて突⾵や豪⾬が多かったた
め。
・⾏政視察・メディア取材の対応（５、６⽉実施）
・遊具玩具の知識に⻑けた学校関係者から安⼼安全のアドバイスを求め改
善に講じた。（６⽉実施）
 ⽬的：スタッフが常時在中しないため、遊具の安全性を第⼀に考えたた
め。
・夏休み前に学⽣・世帯向けに「パスポート制度」構築（７⽉実施）
 ⽬的：対象者が気軽に何度も通いやすくなるようにすることで、外に出
るきっかけづくりにつなげるため。

結果、⼗分なリスク想定対策による安全とメディアの発信による興味・共
感がリピーターや利⽤世帯数の増加につながったのではないかと考える。



⽣活困窮者

障碍者 外出困難

障碍者 外出困難

その他 連携の不⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

児童養護施設招待

2020年度・2021年度
1回ずつ 計2回

招待回数 乳児院2期
2回・会津児童園2期2
回

招待回数0回 施設と協議し、時期を⾒て開催することとした。

障がい福祉施設利⽤者特設⽇設定(2020/12〜
2021/9)

⽉1回特設⽇設定 ⽉1回特設⽇10回開催

全6回（2021年5⽉〜⽉1回開催）

利⽤世帯数 延べ5世帯、実数5世帯
(⼤⼈・⼦ども 計21名）

会津⽀援学校と協議し、障がい児を抱える世帯のコロナ禍に外出すること
への不安を増⻑させないため、感染状況をみて開催時期を延期することに
なった。特設⽇を設けたことで相談を受けるようになり、これまで施設に
は来ていたが把握できていなかった利⽤者の声や悩み事などを知ることが
出来るようになった。

特設⽇の予約⽅法を電話受付のみにしていたことで、情報が取りづらく、
ハードルがあがってしまったのではないかと推測し、以下の通り改善し
た。
【改善点】
・同時⼊館4組を「1組貸切⼊館」へ変更
・じゃらんオンライン申込構築
結果、じゃらんオンライン申込より毎⽉ご予約をいただけるようになった
ことから、ソフト⾯を構築できたのではないかと考える。

⼦育て弱者⽀援ネットワ−ク構築

⼦育て弱者⽀援ネット
ワ−ク会議議事録

⽉1回会議開催とネッ
トワ−ク加⼊会員との
連携案を作成する

全6回（2021年4⽉〜⽉1回開催）

当初は⼦ども⾷堂や託児団体など約10団体で構成するネットワーク構築を
想定していたが断念し、地域の⼦育て世帯や⼦育てが終わった⽅々や⽊の
おもちゃを通じた⼦育て⽀援に関⼼のある⽅を対象としたネットワーク構
築に変更した。
7⽉は夏休み期間で団体も⼦育て世帯も忙しく中⽌とした。

地域の⼦育て世帯や⼦育てが終わった⽅々も⽊のおもちゃを通して⼦育て
⽀援活動を⾝近に感じてもらえるのではないかと推測し下記の改善した。
【改善点】
・常時⾒学可能な⽊のおもちゃ展⽰スペースを併設した「⼦育て⽀援ネッ
トワーク事務局」を設置。
・チラシやFacebook、LINEで会員を募集し、議事録やアンケートを元に毎
⽉「⼦育て⽀援ネットワーク会」を開催。
結果、地域の⽅々が⼦育て環境改善に興味・関⼼を持ち、絵本の寄贈や
「⼦育てサロン」イベント参画につながった。また、⼦育て⽀援ネット
ワーク会は気軽に⽴ち寄れる情報交換の場所として構築しつつある。
なお、⼦育て⽀援ネットワークの参加メンバーは、個⼈10⼈・団体３団
体。

事業実施以降に⽬標とする状況

①新設する⽊の屋外遊び場「もくジム」による体を使ったストレス発散の場の運営維持
②常設屋内遊び場の「⼦どもの遊び場の確保とコワ−キングスペ−ス」を継続維持し、特化対象世帯には無料開放継続
休業・失業が伴っても、就労⽀援と親⼦関係構築に寄与
③児童虐待件数、保護件数の減少
④児童養護施設退所後の就労⽀援(雇⽤の創出)
⑤⼦育て⽀援ネットワ−ク構築を継続し、事業期間に作成した連携案をコロナ状況に応じながら実践していく
⑥本事業に着⼿したことで、新たに想定されてきた課題を明⽂化し、広告の在り⽅、⼿法、対象についても改善拡⼤していく

考察等

①②③本事業により「もくジム」新設、もくれん継続を実施してきたが、増加し続けている児童虐待、その予備軍とも⾔える現在⼦育て中の世帯の⽀援と共に、将来親となる「学⽣」にもアプローチすることで児童
虐待減少に寄与すると考えた。現在も学⽣の⺟性・⽗性の醸成を図る活動に着⼿している。
④18歳で退所しなければならない児童養護施設で育った⼦どもたちの孤⽴化を防ぐため、地域の企業、団体と連携した職業体験や雇⽤の創出に寄与する事業に着⼿。「ＮＰＯと企業のマッチング事業」にも参画し
更なる企業・団体との連携の拡充を図っている。
⑤⼦育て⽀援ネットワーク事業が⼤きな起点となり⾏政と連携し、未就学児を対象とした「令和4年度会津若松市⼦ども⼦育て拠点事業」に着⼿。令和4年7⽉に開園へと発展している。
⑥本事業で明⽂化された課題解決に向けて、”誰⼀⼈取り残さない”⽀援実現の兆しが⾒えてきた。

外出困難

特化対象世帯(シングル世帯・⽣活保護世帯・
低所得者層)へ屋内遊び場もくれん年間無料パ

スポ−ト配布

無料パスポ−ト発⾏枚
数

無料パスポ−ト発⾏数
100枚

利⽤者アンケ−トより
改善対応の公開

(SNS・ホームペ−ジ)

無料パスポート発⾏数19枚

事業を実施してみると⽣活保護世帯・ひとり親世帯・障がい児世帯の個別
情報を得ることが想定よりも難しいことが分かり、個別案内を断念するこ
とになった。また、対象世帯である困窮世帯の携帯・パソコン所持率の低
さや通信困窮者の情報収集能⼒が課題となった。
もくれんの館内掲⽰、LINE、Facebookで情報を発信し、受付時にパスポー
トを発⾏する流れにしていたが発⾏数があまり伸びなかった。スタッフへ
申し出にくいこと、情報を知らないことが要因と考え以下のように改善し
た。
【改善点】
・「年間無料パスポート」を「永年無料パスポート」へ変更※毎回ご来館
時にパスポート、ひとり親証明書を確認
・初来館の際に必ず記⼊していただく受付表にひとり親のチェック項⽬を
追加⇒情報提供、案内に繫げた
・もくれんLINE公式アカウントに常時申込ボタンを設定⇒来館時のLINE登
録から申し込みに繫げた
・ロータスHPに申込フォーム設定
・弊社グループ施設ロータス村からも受付開始。「もくジム」利⽤無料特
典追加
結果、現在も発⾏枚数を伸ばしていることから、今後も対象者の⽣活に寄
り添った情報発信と受付⽅法の⼯夫が必要だと考える。
※利⽤者アンケートは障がい児世帯特設⽇に実施。



Ⅴ．活動

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

①常設のモノづくり体験カフェ
LotusWoodVillage駐⾞場の半⾯の敷地(5M
×9M)に、屋外のジム的要素を兼ねた遊び
場「もくジム」を新設
⼯事着⼯3⽉(2020年度の積雪予想から雪解
け後に着⼯)
協⼒団体または⼤学と⼤⼯さん体験、カン
ナ削りなど⼤⼈も体験可能で汗を流しスト
レス発散できる⼯夫を付加する。(冬期間イ
ベントとして開催)
⽊ジム新設前に、冬期間、カフェ機能と共
に、⼤⼈がリフレッシュが出来るアロマ
マッサージ等を付加し、親⼦でリフレッ
シュする内容を⼯夫する。

ほぼ計画通り

「もくジム」新設については予定通り⼯事着⼯・オープンをした。協⼒団体の都合により、⼤⼯さん体験は中⽌となったが、カフェ機能と共に、アロママッサージ等は期間に
限らず継続し、親⼦でリフレッシュできる内容を⼯夫した。「 もくジム」の設置により、対象者が親⼦や乳幼児期だけでなく、兄姉や学⽣にも広がり、⼦どもたちの成⻑に
あった「途切れない⽀援」を会津地域に初めて創ることができた。

②「もくれん」【会津地域限定⼦育て世
帯】コロナ感染状況により、11/1以降、屋
内遊び場もくれんを事業期間無料開放
(11/4/-10準備の為休館)

ほぼ計画通り

会津地域限定⼦育て世帯無料開放については、⼀部有料へ変更したことに伴い、利⽤⽅法の低下や利⽤者同⼠の⾔い争いやクレームは減少。「⼦どもたちと⼀緒に遊ぶこと」
の価値創出に寄与したと考える。また、新規お客様来館割合が2⽉28％から10⽉47.6％まで増加し、⼝コミの波及効果が現れ「ひとり親パスポート」「障がい児世帯限定利⽤
⽇」等、対象世帯へ浸透した。

活動 進捗 概要

⑤「もくジム」チラシ・Lotus事業冊⼦・
Lotusホームペ−ジ追加作成。福島県HP掲
載打診。

ほぼ計画通り
予定していた広告物はすべて作成・掲載した。（Lotus事業冊⼦は配布先の置き場が困難と判断しリーフレットへ変更）Lotusホームページの閲覧数は2020年11⽉258名→2021
年10⽉現在829名まで増加し、認知度が⾼まった。

⑥シングル・⽣活保護・低所得者世帯へ⽊
育広場もくれん施設無料パスポ−ト発⾏
し、⾃動更新で無料開放する(利⽤受付時に
交付)

ほぼ計画通り

対象世帯の情報収集⽅法に合わせた発信に伴い、パスポート新規申込数が増加した。利⽤者からは「仕事がお休みでも、家事や育児があるので時間がない」「遊びに⾏きたい
けど⾦銭的に余裕がない」など、⽣活環境の相談も受ける機会が増えた。寄せられた相談を受け、今後は情報発信⽅法の改善や既存⽀援との連携などを含め、団体としてどの
ような⽀援が届けられるか情報発信⽅法を検討・改良・実施していく。

③「⼦育て弱者⽀援ネットワ−ク」登録者
募集。毎⽉1回全体会開催。

計画通り

地域の⼦育て世帯や⼦育てが終わった⽅々が「⼦育て⽀援ネットワーク会」へ気軽に参加できる環境を構築した。対象世帯の潜在的な悩みや相談、情報を引き出すことができ
たと同時に、地域の⼦育て環境の多様なニーズに対応する「孤⽴化させない⼦育て」に貢献した。

④⾏政機関(地域福祉施課・⼦ども家庭課)
へ対象者チラシ配布依頼。 中⽌

ひとり親世帯・障がい児世帯への個別案内が当初想定よりも実施に難航、会津⽀援学校・市内⾼校・⼤学へ直接依頼し、学⽣への個別配布の協⼒を得ることができた。

【②児童養護施設⼊所児童】特設⽇を設
定。 遅延あり

事業期間中、新型コロナ感染拡⼤防⽌のため児童養護施設側が外出を控えることとなりすべて中⽌となったが、事業終了後の2022年2⽉にもくれんへ乳児院の⼦どもたちの招待
が決定。今後も施設と連携が取れる関係を構築している。

【③ひとり親世帯】親⼦信頼関係構築を⽬
的としたリラクゼ−ション⽀援。 計画通り

リラクゼ−ション⽀援については、ロータス村にて、ひとり親世帯に限らず全⼦育て世帯を対象に無料で実施している。お⼦さまが「もくジム」で遊んでいる間に親御様へハ
ンドマッサージを提供し、親⼦共にストレス発散できる場所へと発展させた。

⑦連携団体へ常設施設もくれん貸出し、
「⼦育て弱者⽀援ネットワ−ク」全体会で
の⽀援内容を毎⽉開催 遅延あり

常設施設もくれん貸出について、⼦育て⽀援団体へ打診をし、検討されていたが感染状況により⾒合わせることとなった。「⼦育て弱者⽀援ネットワーク」全体会は地域の
⽅々や⼦育て世帯の会員と毎⽉開催に⾄った。また、「地域の⼦どもたちのために活動したいが、どのように動いて良いかわからない」若者の団体（会津てらこやネットワー
ク）とも連携し、双⽅の団体の活動拡充へと発展している。

【①障がい児世帯】毎⽉特設⽇を設定。遊
びから学ぶ機会、保護者へのリラクゼ−
ションや親⼦の体験。

計画通り

特設⽇については、社会情勢に合わせて予約体制を改善。対象者より「予約をしてから利⽤当⽇まで楽しみで仕⽅ない」「貸切利⽤で安⼼できる」と特設⽇まで過ごす時間に
も付帯価値を⽣み出し、リピーターも増加した。保護者へのリラクゼ−ションや⽊のおもちゃを通した親⼦の体験に伴い、お⼦さまの発達のことや⼦育て環境について相談を
受ける機会が増えた。将来的には対象者に対し偏⾒や環境等の社会的障壁のない遊べる施設を⽬指している。

福島県⽴葵⾼等学校

以前より受⼊れをしていた、葵ゼミの「探求活動」の⼀環として「障がい児世帯限定利⽤⽇」に2年⽣⽣徒がボランティアで参加した。現在は、1年⽣と「葵プロジェクト」として進⾏している。また、
葵⾼校より例年を通し葵ゼミ以外でのボランティアの受け⼊れ依頼を受けている。

会津若松市企画調整課・⼦ども保育課/㈱まちづくり会津 令和4年度より「会津若松市 ⼦ども⼦育て拠点事業」を開始するため、連携を図り計画・着⼿している。

想定外のアウトカム、活動、波及効果
など

①福島県⽴葵⾼校では、7分野の諸問題について課題を研究する探求授業に対し本事業の取り組みを提案したところ、2020年度より出前講座の出向に協⼒することとなった。探求の授業で個別テーマごとに⽴ち上げ
られる葵プロジェクトにも協⼒することになり、「育児教育」に興味・関⼼を持った⽣徒が「保育⼠体験」や「ワンオペ育児体験」等を通し、さらに探求を深めることになった。
②2020年度よりもくれん・もくジムがメディアに取り上げられたことによって、「⽊育」の効果が再認識された。
③⾏政や企業と連携し「⼦どもたちを⽀援する場所が必要」と下記の依頼があり、代表⼭⼝が委嘱を受けている。
・福島県森の未来の委員
・JR東⽇本と会津若松市の駅前開発
・会津若松市都市計画森林会委員
・会津若松市福祉計画推進会議に参加招聘
・地域⼦育て協議会に参加招聘
・NPO法⼈会津鶴ヶ城を守る会歴史フォーラム「私たちの会津鶴ヶ城〜次世代への継承〜」にパネリストとして参加招聘
・会津若松市と連携し、「令和4年度会津若松市⼦ども⼦育て拠点事業」に着⼿。令和4年7⽉に開園。（⽇本財団2022年度 「⼦ども第三の居場所」事業申請）
 ⾏政・企業・団体を巻き込んだ地域の⼦どもたちに対する取り組みへ波及効果があったと考える。
④18歳で退所しなければならない児童養護施設で育った⼦どもたちの孤⽴化を防ぐため、地域の企業、団体と連携した職業体験や雇⽤の創出に寄与する事業に着⼿。「ＮＰＯと企業のマッチング事業」にも参画し
更なる企業・団体との連携の拡充を図っている。

課題を取り巻く変化

2020年度、過去最多となった学⽣の⾃殺及び不登校件数。対象世帯に限らず⼦どもたちを取り巻く環境は悪化したと認識している。時代は「ウィズコロナ」から「ポストコロナ」へと変わり、コロナが存在してい
る前提の社会情勢となった今、今後も本事業の「もくジム」をより多くの⼦どもたちに届けることが急務である。併せて、事業期間中の夏休み前に気軽に⼦どもたち⾃⾝のストレス発散や相談に来れるように「携帯
⽤おまもりカード」を学校を通して市内⼩中学⽣へ配布した。実際にカードを持った⼦どもたちがもくジムへ遊びに来たり、学校での悩みや家庭内の相談を受けるなど現在も「家庭や学校ではないもう⼀つの居場所
づくり」に寄与
している。事業終了後も元々⾏っていたもくれんで乳幼児期の成⻑・発達に特化した⽀援に加えて、今回新たにもくジムで兄姉や学⽣のストレス発散の⽀援、ひとり親世帯・児童養護施設で育った⼦どもたちの孤⽴
化を防ぐための就労⽀援により、”誰⼀⼈取り残さない”⽀援の拡充を図っていく。

連携先 実施内容・結果

会津⼤学短期⼤学部 産業情報学科と連携をし、地域のまちづくりに寄与している。



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

Ⅻ. その他

計画額 実績額 執⾏率

合計 4,299,932 4,298,611 100.0%

補⾜説明

事業費
直接事業費 3,697,841 3,688,349 99.7%
管理的経費 602,091 610,262 101.4%

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）
もくジム・もくれん館内に貼った（屋外ではすぐに剥がれてしまった）
※もくれんFacebook・もくれん公式LINEアカウント・事業チラシ・リーフレットには事業名記載あり

4.報告書等 特になし

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

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

【メディア取材】
●2021年2⽉12⽇（⾦）TUF「げっきんチェック」⽣中継
http://www.fct.co.jp/goji/kosodate_week/?fbclid=IwAR2AYMdhNNvGNmPaay08SLquNwvVddxs_4LXbEE9HrFPdHZ9bm90XkObcnU （もくれんの「ひとり親世帯永年無料
パスポート」の案内）
●2021年4⽉2⽇福島⺠報全県版朝刊（「もくジム」の案内掲載）
●2021年4⽉23⽇福島⺠友（「もくジム」の案内掲載）
●5⽉16⽇ゴジてれ×SUN「My Life 働くでかがやく」（密着取材）
●5⽉17⽇社会福祉法⼈福島県社会福祉協議会「はあとふるふくしま6⽉号」（もくれん掲載）
●6⽉15⽇NHK福島「はまなかあいづ」・ゴジテレ「ゴジテレCHU」（「もくじむ」取材）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

●2021年1⽉〜もくれんLINE公式アカウント 有料プラン リンク先：https://page.line.me/mokuren-asobiba
友だち登録者数 2021年２⽉1028名→2021年10⽉時点1064名まで増加。
●2021年3⽉〜「もくジム」に看板設置
●2021年7⽉ 事業チラシ 18000枚（A4サイズ3分割 6000枚発注）
（「もくジム」・⼦育て⽀援ネットワーク
 もくれん「ひとり親世帯無料パスポート・障がい児世帯限定利⽤⽇」）
●2021年10⽉ 事業リーフレット 3000枚
（「もくジム」・もくれん「ひとり親世帯無料パスポート・障がい児世帯限定利⽤⽇」）

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。 変更があり報告済

②ガバナンス・コンプライアンス体制 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。 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。

未公開 整備中。理事会での承認後、公開予定。

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。

いいえ
整備中。理事会での承認後、公開予定。

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。

いいえ

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 規定に基づき都度申告している

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。 いいえ

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

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
顧問税理⼠によって、⽉ごとの会計帳簿作成。それをもとに監事が監査を⾏っている。内部監査

実施予定はない

⾃由記述

本事業を通して「対象世帯へ途切れない⽀援」と「学⽣を起点とした発展的な⼦育て⽀援」の両⽅が急務だと気づくことができました。コロナ禍でさらに悪化した「地域とのつながりの希薄化」と⽐例して増え続ける⼦どもたちの悲しい事件を未然に防ぐ
ため、事業終了後も⾏政と連携をし”地域の⼦育て⽀援の拠点づくり”に寄与して参ります。
【事業終了後の対象世帯へ途切れない⽀援】
・障がい児世帯限定利⽤⽇の継続 「東⽇本⼤震災復興⽀援サントリー東北サンさんプロジェクト未来チャレンジ」
・おうちの⼦育て⼒向上のための講座やものづくりイベントを開催 地域創⽣総合⽀援事業「サポート事業」
【学⽣を起点とした発展的な⼦育て⽀援】
・「保育⼠体験」や「ワンオペ育児体験」等開催 「葵プロジェクト」・⾚い⽻根共同募⾦「ふれあいのまちづくり事業地域福祉活動助成事業」
これまでの活動は結果的に持続可能な社会をつくっていくための取り組みでもありました。今後も、SDGｓの学びを深めていくことで、これまでの実績と今後の活動をより発展的につなげていくことが私たちの使命です。


