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⽇付：

⽣活困窮リスクの⾼い世帯の親（ひとり親）と⼦ども、ひきこもり・不登校の⼦ども、DV被害⺟⼦

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

不登校

引きこもり

⾷料関連の
不⾜

相談先の不
⾜

⼦ども・学
⽣

学習機会の
不⾜/格差

その他 その他

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

⼦ども・学
⽣

⼤学⽣・⾼校⽣計4名により⼩中学⽣20名に対し
オンライン・オフラインによる学習⽀援が継続さ
れている

実施回数及び利⽤⼈数
48回20名。新規に2名の
学⽣を有償ボランティア
として雇⽤（計4名）

48回16名（利⽤延べ191
名）。有償ボランティア
新規雇⽤2名

ひとり親

⽣活困窮世帯・ひとり親世帯・引きこもりの⼦ど
もがいる世帯を中⼼に福島県南地域30世帯に対し
訪問型⽀援（相談・⾷事提供）が実施されている

実施回数及び利⽤⼈数 44回30世帯

44回実施。利⽤世帯実
数21世帯（実⼈数47
名）。延べ世帯数226世
帯。

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

ひきこもりや不登校の⼦どもが訪問⽀援を通じて他者との交流の機会を維持す
ることが出来た。コロナ禍により平時の状況よりもさらに外出不安が⼤きくな
り、既存の⼦ども⾷堂に来ることが出来ない⼦どもたちが増えた⼀⽅で、緊急
事態宣⾔解除後は、外出困難な状態にあった⼦どもたちも徐々に⼦ども⾷堂の
来所利⽤に戻り、相対的に訪問の利⽤件数が減った。孤⽴防⽌という⽬標は達
成されたと評価する

緊急事態宣⾔解除後は、外出困難な状態にあった⼦どもたちも徐々に⼦ども⾷
堂の来所利⽤に戻り、相対的に訪問の利⽤件数が減った。⼀⽅で、2-3⽉には
⽣活困窮の相談が増加した。コロナ禍以前のこども⾷堂は居場所として利⽤し
ている利⽤者が⽐較的多かったが、コロナ禍以降は、光熱費が嵩んで⼤変だと
いう声が届き、せめて1⾷でも⾷事の⽀援を受けられることがありがたい、と
いう利⽤者が増えた。訪問での⾷糧⽀援を実施したことは相談にもつながり、
⽀援に繋ぐことが出来た。相談先の維持、孤⽴防⽌という⽬標は達成されたと
評価する。

事業期間後半ではこども⾷堂内での（⾼校⽣ボランティアによる）学習⽀援と
分離して実施したため、利⽤者が分散し想定を若⼲下回ったが、必要とする児
童⽣徒には⽀援が⾏き渡ったと評価する。休校期間中は塾やオンライン学習が
できる⼀部学⽣以外はどうしても⼀⼈きりで学習せざるを得ない状況が続い
た。週に1回だけでも誰かと声をかけてもらいながら⼀⼈きりでない状況で勉
強できる場を提供でき、学習の機会提供にとどまらずメンタルケアとしての⽀
援にも繋がっていた。

事業実施以降に⽬標とする状況

①福島県南地域の30世帯に訪問⽀援・⾷事の配達を実施し、家計不安が低減し、困ったときに相談できる状態
②⽣活困窮リスクの⾼い学⽣4名を採⽤し⼩中学⽣20名に対し学習⽀援を継続、それ以外の家庭との学⼒格差が⽣じていない状態。学⽣たちが⽣活不安なく学び続けられる状態
③福島県内のDV被害⺟⼦計24組にそれぞれ1ヶ⽉を上限とする緊急⼊居⽀援と⾃⽴⽀援を⾏い、退所後に安全な新⽣活が送れている状態

考察等

①⽉4回の訪問（⾷事の配達を含む）を実施した。利⽤件数は上記のとおり。臨時休校解除後も⻑期休暇中は⽔光熱費や⾷費の増加で家計が圧迫され、冬休み中・春休み中は⾷
料品や⽇⽤品の配布を強化した。3世帯に社会福祉協議会の⽣活福祉資⾦の利⽤、1世帯に⽣活保護の利⽤、1世帯に若者向けパソコン提供事業の利⽤、2世帯にシェルター利⽤を
⽀援し、相談に対応した直接⽀援を実施できた。
②⽉4回の学習⽀援を実施した。利⽤⼈数は上記のとおり。⾼校受験⽣は3名全員が合格でき、また⽣活が困窮する⽣徒については奨学⾦の利⽤援助や進学先学校と協⼒して制服
等必要品の譲渡や貸与などを⾏なった。不登校の中学⽣1名について、在籍する学校と連携し学習⽀援事業内で定期テストを受験することができた。各学校との連携が実現し、
学習の機会継続だけでなく、進学の機会を守ることにも寄与できた。
③⼊居の申し込みは多数あったが、マッチングの結果受け⼊れが難しいケースについては他事業所との連携によって対応した。また、退所後の⾃⽴⽀援について住居と仕事探し
に困難が⽣じ、1ヶ⽉を上限とするという枠組みの維持は困難であった。地域の社会資源との連携強化、福祉機関だけでなく各企業の⼈事部や不動産企業との連携の必要性が明
るみになった。⼊居希望者のなかにはPTSDを抱えている⽅や境界知能の⽅もいたが、⾃団体に精神科医療に携わってきた経験のあるものがいることや地域の医師との協⼒体制
が既に構築されていることから対応することが出来た。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⾷と家と学びで防ぐ⼦どもと親の孤⽴
資⾦分配団体名: ⼀般財団法⼈ふくしま百年基⾦
実⾏団体名: ⾮営利任意団体KAKECOMI

事業実施概要

①アウトリーチ型こども⾷堂：社会不安からひきこもり、不登校になった⼦どもと親の孤⽴を防ぐことと虐待の予防・早期発⾒を⽬指し、⾷事の配達により家計⽀援を⾏った。
②⾼校⽣・⼤学⽣による⼩中学⽣への学習⽀援事業（オンライン・オフライン）：拡⼤した学⼒格差是正に取り組むため無償の学習⽀援を⾏った。若者の社会参加促進を⽬指
し、アルバイトがなくなった⾼校⽣、⼤学⽣を有償ボランティアスタッフとして雇⽤した。
③⺠間シェルター緊急⼊居⽀援事業：シェルター（シェアハウス）の2部屋をDV被害⺟⼦、10代⼥性の緊急・短期避難先として運営した。

2021/10/13

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 福島県（⽩河市・県南地域を中⼼に）
事業対象者:

課題設定、事業設計に関する振り返り

①アウトリーチ事業について、訪問を予定していた世帯の約半数が⼦ども⾷堂の来所利⽤に戻り、想定世帯数を若⼲下回る利⽤となった。そのぶん緊急事態宣⾔下で落ち込んだ
こども⾷堂の来所利⽤数は2021年6⽉の時点でほぼ例年どおりの数値に戻り、「孤⽴を防ぐ」という⽬標については充分にアプローチできたと評価する。②学習⽀援事業につい
ても、オンラインではなく来所による利⽤がメインとなった。⾼校⽣によるボランティアベースでの学習サポート（⼦ども⾷堂内）と、ひきこもりや困窮等より必要性の⾼い⼩
中学⽣を対象とした（有償スタッフによる）学習⽀援が混在した状態になっていたため、2021年4⽉からは後者を「サポート付き⾃習カフェ」として毎週⽔曜⽇に独⽴運営し
た。スタッフとして⽣活が困窮している⾼校⽣1名、また疾患により⼀般的なアルバイトが難しい20代学⽣を新たに雇⽤した。③シェルター事業はSNSを通じて福島県内外から
の利⽤希望が続いた。県外からは10代⼥性の、県内からは⺟⼦の利⽤希望が主であった。常に満室であったが、社会資源の乏しさから出⼝⽀援に困難が⽣じ、利⽤の回転につい
ては想定を下回った。

DV被害⺟⼦・困窮する⺟⼦がシェルターへの緊急
⼊居⽀援を受け、対処後安全で⾃⽴した⽣活を
送っている

利⽤件数
24組（10代⼥性利⽤と
併せて）

13組（うち⺟⼦の利⽤8
組16名）

メールや関係機関を通じたシェルター⼊居問い合わせは1年間で105件にのぼっ
たが、下記の理由から想定を下回る利⽤数となった
①退所後の住居や就労先の確保が難しく、1件あたりの⼊居期間が計画より⻑
くなった

②他⼊居者の安全に懸念が⽣じる深刻なDV被害相談が⼀定数あり、安全上の
課題から受け⼊れを⾏わず、公的な⽀援の仲介を⾏なった

想定より利⽤数は下回ったが問い合わせは増加している。ニーズの⾼まりと①
を踏まえ、これまでシェルターの共有スペースだった場所を短期利⽤のための
部屋に⽤途を変え、緊急を要する案件に対応できるようにした



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

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）

法的介⼊が必要なケースへの⽀援協⼒（特に未成年避難者の親権関係調整）

補⾜説明

学習⽀援事業 ほぼ計画通り

オンラインは実施しなかった。回数は計画通り実施したが利⽤⼈数が計画をやや下回ったためほぼ計画通りとした

⺠間シェルター緊急⼊居⽀援事業 ほぼ計画通り

出⼝⽀援の困難さによって利⽤が計画を下回ったが、他団体との連携が広がり（下記参照）⼊居問い合わせの全てに対して何らかの⽀援・介⼊を実施でき
たため、ほぼ計画通りとした

アウトリーチ型こども⾷堂 計画通り

緊急事態宣⾔解除後徐々にこども⾷堂の来所利⽤に戻る家庭が増え利⽤⼈数は計画をやや下回ったが、相談関係の構築や⼦どもの⾒守り、孤⽴予防の⽬標
は達成されたと評価し計画通りとした

0

実績額
750,000

0

執⾏率
750,000

活動 進捗 概要

新⽩河総合法律事務所

100.0%

100.0%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

750,000 750,000合計

計画額

福島県児童相談所⽩河相談室 対象者への情報提供、未成年のシェルター利⽤に関する⽀援協⼒（避難元⾃治体との調整等）

福島県警⽩河警察署

コロナ禍において活動を⾃粛・中⽌する団体が多い中、助成をいただき地域の必要性に応え続けたことが周知され、メディア等にも取り上げられた。その結果協⼒者が増え、新たに1棟シェル
ターを整備し、⼊居⽀援事業をさらに強化し展開できる⾒通しがたった。また、寄付⾦も増え、本事業終了後も訪問⽀援を継続できる⾒通しとなった。今後は訪問⽀援の対象に「新型コロナに
罹患し⾃宅療養中のひとり親世帯」を加え、⾃宅療養期間中（約１週間）の⾷糧⽀援、⽇⽤品の提供⽀援を⾏う予定である。
これまで訪問が難しかった困窮家庭・緊張感のある家庭に、⾷事提供を通じて訪問し家庭の様⼦を伺えるようになった
シェルター⼊居者の10代⼥性が、孤⽴せず⼦ども⾷堂にて同年代の⼦ども達と交流できている。アウトリーチ型こども⾷堂（⾷事のデリバリー）を活⽤して送迎を⾏なえている。
また、こども⾷堂・学習⽀援の利⽤者や関わっている⼦どもたちから「学習⽀援にとどまらない新たな居場所づくりをしたい」と声があがり、ファンドレイジングを含めたあらたな居場所づく
りについての話し合いが⼦どもたち主体で始まった。

課題を取り巻く変化

①格差拡⼤と固定化への懸念と対応：感染流⾏が落ち着きを⾒せ、⽇常⽣活が戻ってきている。コロナ禍は多くの家庭に経済的なダメージを与えたが、コロナ以前から困窮していた家庭への影
響は特に深刻で、回復期にあたっては順調に「復興」できる世帯と置き去りにされる世帯との格差拡⼤が懸念される。これは東⽇本⼤震災後の「復興」の流れで⽣じた分断と同様の様相であ
り、置き去りにされた⼈々のメンタルヘルスに与える影響は深刻である。危機的状況において拡⼤する格差を防ぐには、地域の福祉基盤を拡充させることが必要である。居場所事業や訪問事業
を継続しつつ、本事業期間中に連携した各機関との⽀援ネットワークをさらに強化していきたい
②⼥性への⽀援：感染拡⼤予防の観点から各地のシェルターでは地域外からの受⼊れが困難になったほか、平時には地域の観光産業における住み込み旅館などがひとつのインフォーマルな⽀
援・受け⽫になっていたが、コロナ禍のホテル等の休業や退職勧告・失業等の広がりにより、シェルターに辿り着くまでの段階が短くなっているなど選択肢の少ない状況になっている。コロナ
禍において特に若年⼥性の⾃死が急増した。若年⼥性の困窮や⼼⾝への被害、孤⽴は深刻であり、安全な家出先としてのシェルター事業を今後さらに強化していきたい。また、2022年度の⺠法
改正により成⼈年齢が18歳に引き下げられることで、18歳19歳の避難希望が更に増えることが予測される。地域の⾏政および司法と問題意識を共有し、対応をの⾒通しを⽴てていきたい。シェ
ルター⼊居者へは送迎・物資運びといった移動⽀援をしているが、⾞社会という地域性もあり⼊居者の移動⼿段には課題がある。
③学習⽀援・⼦ども⾷堂：以前はどちらかというと交流などプラスα部分を求めて利⽤しているケースが多かったが、コロナウィルス感染拡⼤による失業や休業・居場所の減少・家庭内での緊
張感の⾼まりなどを背景に「⼀⾷だけでも助かる」という声が増えた。ひとり親家庭では親が仕事のために⼦どもを⼀⼈ぼっちにさせなくてはいけないという家庭がある⼀⽅、失業のために⺟
⼦でずっと家にいるためお互いに息苦しさを感じている家庭がある。⽐較的のリスクの⽅が⾼く、親⼦が⼀旦距離をとるためにこども⾷堂や学習⽀援を利⽤している状況もある。

福島県⽴⽮吹病院

福島県南福祉事務所⽣活保護課

福島県南福祉事務所⼥性相談所

対象者への情報提供、医療的介⼊が必要なケースへの⽀援協⼒

経済⽀援・⽣活⽀援協⼒

対象者への情報提供、⽀援協⼒

連携先 実施内容・結果

受け⼊れ困難な避難希望者への⽀援協⼒

受け⼊れ困難な避難希望者への⽀援協⼒

獨協⼤学埼⽟中学校⾼等学校 学⽣及び教職員の寄付による配布⾷材の提供

社会福祉協議会 経済⽀援・⽣活⽀援協⼒

尾俣商店

10代へのパソコン提供事業による協⼒

学習⽀援での連携、協⼒

こども⾷堂への学⽣ボランティア派遣、学⽣及び教職員の寄付による配布⽤⾷料品の提供

学習⽀援での連携、協⼒

就労⽀援協⼒

就労⽀援協⼒（コロナワクチン会場での接種業務をシェルター⼊居者に紹介、採⽤）

配布⽤⾷料品及び⽣鮮⾷品の提供

NPO法⼈ウィメンズスペースふくしま

⽩河市役所こども⽀援課

⼀般社団法⼈ Colabo

NPO法⼈ D×P

⽩河市⽴第⼆中学校

福島県⽴塙⼯業⾼校

福島県⽴旭⾼等学校

ハローワーク⽩河

株式会社ナノクリエイトカンパニー

NPO法⼈ Bondプロジェクト 受け⼊れ困難な避難希望者への⽀援協⼒

対象者への情報提供

シェルター⼊居⽀援（避難者の安全確保、避難元警察署との調整等）

想定外のアウトカム、活動、波及効果
など



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

規定整備後に実施する

8.内部通報制度は整備されていますか。 いいえ

整備中

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

コロナ禍が⻑引き、貧困、孤⽴、格差がコロナは拡⼤しており、コロナ緊急事態宣⾔の頃よりは世の中の活動も通常に戻りつつあるが、それでも元どおりという感触は、受益者には無い。あおりを受けた⼀⼈ひとりは相変わらず困窮
し、逃げ場なく、仕事もなく、まだまだ終わりが⾒えない状況である。シェルターについては、もともと全国的にも⾜りているといえない状況だが、感染症というコロナ禍の特徴から、県境をまたいでの避難・受⼊れは厳しい状況に
なっている。このような状況の中で県内にあるシェルターとして、⽀援を必要としている⽅々に居場所を提供できたことは⼤きい。

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。

いいえ 規定整備後に設置する

いいえ 規定整備に合わせて強化する

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

整備中

いいえ

寄付者向けの報告書を現在作成中

・シェルター⼊居者⽤⼊居キットに貼付
・デリバリー、テイクアウト容器に貼付

内容状況

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）

・フジテレビ系列セブンルール8⽉30⽇放送 https://www.ktv.jp/7rules/program/210831.html
・テレビユーふくしまNスタふくしま7⽉13⽇放送 https://www.youtube.com/watch?v=ueAhdLTHDvg
・福島県社会福祉協議会広報誌「はあとふる福島」8⽉号 http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/pdf/hyoushi_202108.pdf
・⽣活クラブ会員情報誌「⽣活と⾃治」2021年11⽉号

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。

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。 いいえ 規定整備後に実施する

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

事務局に相談の上、事業の持続性を担保し法⼈格取得に向けて必要な規定類を作成している

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開

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

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

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)

変更があったが未報告 整備中


