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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年９月３０日 

● 事 業 名 ： 「孤独を生み出さないための居場所作りの整備〜コミュニティシネマの活用〜」 

● 資金分配団体 ： 一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人アイダオ 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： 有 ☐無 

 

① 実績値  

アウトプット 指標 
目標値（達成時期） 

現在の指標の達成状況 進捗状況＊ 

１、連携協議会が設立され、関係

団体が地域の課題を把握し、課題

解決に向けた取り組みを行う。 

1-1、開催回数 

1-2、出席者数、出席団体数 

1-3 連携協議会で意見交

換した団体数 

1-1、１２回 

1-2、６名、６団体 

1-3、１０団体 

●アイダオ、侍学園、上田映劇の３団体の担当

者が集まる連携協議会については、毎月定例会

議を開催。各事業の進捗報告や、関わりのある

こどもたちの個別ケース会議等を中心に行っ

た。またそれ以外にも担当者会議を随時行いな

がら「うえだ子どもシネマクラブ」の運営を行

なった。 

●犀の角（小劇場）やNPO 法人場作りネット、

NPO 法人リベルテや長野県文化芸術振興コー

ディネーター等で構成される「のきした」の取

り組みや会議の場を通じて、この地域全体で生

きづらさを抱える子ども・若者や大人たちの課

題を共有。メンバーとは頻繁に情報交換や協議

を重ねてきているが、拡大連携協議会としての

会議の開催が難しく、今年度未だ開催ができて

ないのが現状である。6 月以降の新型コロナウ

イルスの感染拡大状況もあり、会議の設定が難

しかった要因も。 

 

開 催：連携協議会 合計 5回 

    拡大連携協議会 合計０回 

3 計画より

遅 れ て い

る、 
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団体数：連携協議会    ３団体 

    拡大連携協議会 11 団体 

 

２-1、関係者、専門家、当事者が一

同に介した公開シンポジウムを通

じて、子ども若者に関わる問題へ

の関心・認知が高まり、支援が必

要な当事者やその家族の新規開拓

につながる。 

2-1-1、参加者数 

2-1-2、参加者からの評価

シート（アンケートで理解

が深まった旨の回答率） 

2-1-1、100 名 

2-1-2 60％ 

●公開シンポジウムに関しては、11 月〜12 月

に開催予定。 

4 その他（こ

れ か ら 実

施） 

２-2、関係者、専門家、当事者が一

同に介した公開シンポジウムを通

じて、地域資源を活用した支援の

取り組みが、地域社会に周知され

る。 

2-2-1、参加者数 

2-2-2、参加者からの評価

シート（アンケートで理解

が深まった旨の回答率） 

2-2-1、100 名 

2-2-2 80％ 

●公開シンポジウムに関しては、11 月〜12 月

に開催予定。 

4 その他（こ

れ か ら 実

施） 

３、行政、教育委員会等、地域資源

である関係団体と連携協議会との

協力体制が強化され、包括的な支

援体制がつくられる。 

3-1、協力団体数 3-1、10 団体 ●東信教育事務所 スクールソーシャルワーカ

ーの情報交換会、佐久市教育委員会、佐久市教

育相談室（メンバルアドバイザー）、長岡由貴

さん（野澤館女将・「不登校は不幸じゃない」

イベント主催）、小諸市教育支援センター、小

諸市教育委員会、東御市教育委員会、上田市教

育委員会を訪問。 

●また長野県動物愛護センターハローアニマ

ルのこどもサポートの担当者、個別のスクール

ソーシャルワーカーとは随時情報交換を行う。 

●また、上映会を通じて、信州かんもく相談室

（上田）  http://www.kanmoku-soudan.jp/や

ほっちのロッジ（軽井沢） http://hotch-

l.com/  、おけまる食堂（上田）、信州子ども

カフェ、信州大学教育学部付属特支援学校の関

係者と出会うことができた。おけまる食堂から

はこども食堂の利用者（中学生）が上映会に参

2 計画ど

おり進んで

いる  

 

 

http://hotch-l.com/
http://hotch-l.com/
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加することにつながる。 

 

協力団体数：１３団体 

 

４、アイダオが中間支援 NPO と

して、子ども若者支援に多様な

NPO が連携できることにつなが

る新たな政策を提言する。 

4-1、政策提言書 

4-2 政策提言に含まれる

協働・連携例数 

4-1 有 

4-2 ５ 

●2020 年に参加した上田市基本自治条例の検

討委員会にて、市政における、子どもの権利に

関する基本的な原理原則を確認したところ、上

田市の現状では「すべての子どもの健やかな成

長を支えます」といった子どもは“守られるべ

き存在”という認識にとどまっている。（上田市

子ども・子育て支援事業計画）。もちろん保護

されるべき存在ではあるが、子どもの権利条約

に沿った「生きる権利」「育つ権利」「守られる

権利」「参加する権利」の４つの権利が盛込ま

れた原理原則が存在していないことがわかっ

た。そこで基本自治条例の条文の修正を求めた

結果、「子どもがまちづくりに参加し、市政に

参画する権利について（第６条）」を追加、見

直しにつながる。基本的な「こどもの権利」を

確認していきながら、市独自の子どもの権利条

例の制定につなげていくことも提言。それを、

子ども若者支援にも反映していきたい。 

●「うえだこどもシネマクラブ」に興味を持っ

てくれている市会議員との情報共有を随時行

う。上映会への参加等。また、不登校の子ども

たちの現状について議会で話題にされた際に、

シネマクラブについても触れていただく。 

 

政策提言書：別途添付（上田市基本自治条例） 

 

 

2 計画ど

おり進んで

いる  
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＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3計画より遅れている、4その他 

② 事業進捗に関する報告  

 

５、専門家による知見を反映して

本事業がより効果の高い支援内容

になる。 

5-1、ヒアリング・事例研究

数 

5-2 専門家の知見を事業

に反映した数 

5-3 社会的投資収益率 

5-1 5 件 

5-2 3 事業  

5-3 70%  

●長野県文化芸術振興コーディネーターの野

村氏には随時、事業の進捗について報告やヒア

リングを行っている。また映画関係者とのオン

ライン勉強会などを通じて、映画館のこれから

のあり方について考える。全国的にみても、映

画館を居場所に、という取り組みが珍しいとい

うことで、ミニシアター業界の勉強会にも参

加。 

●医療専門家（佐久総合病院の医師）や教育関

係者（長野大学の教育学専攻の教授）等にヒア

リングを行う。 

●岐阜の可児市文化創造センターala の研修に

参加。（2020 年 9月）劇場の「社会的処方箋」

について。 

  5-1 行っていない   

5-2 無 

5-3 実施していない 

2 計画ど

おり進んで

いる  

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの変更状況 

A：変更項目 

þ 変更なし ☐アウトカムの文言 ☐アウトカムの指標 ☐アウトカムの目標値 

6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・基本的な感染症対策を行った上で、事業を実施するよう努めた。 

・ 
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③広報（※任意）    

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 日付・記事名・媒体・リンク先等 

【新聞】 

● 2021 年 7月 2 日（金）「映画館 君たちの居場所」＿中日新聞 夕刊 

【WEB】 

● 2021 年 4月 6 日（火）19:00〜 youtube配信 

［ミニシアタークラブ］うえだ子どもシネマクラブの取り組み 

    https://www.youtube.com/watch?v=_GkH4qj5ELg  

登壇：直井 恵、原 悟（うえだ子どもシネマクラブ）、北條 誠人（ユーロスペース）、青木 基晃（ミニシアタークラブ） 

● 2021 年 4 月 8日（木） 

「映画館を地域の居場所に」子どもたちと映画作品との“出会い”が今後の課題 ＿ yahoo!ニュース 

【書籍】 

● 2021 年 5 月 26 日発行 

「学校に行きづらい日は映画館においでよ！〜映画館をもうひとつの居場所に〜」 ＿ 長野の子ども白書編集委員会 

【ラジオ】 

● 2021 年 7 月 21 日（水）8:15〜8:24 頃 

「SBC モーニングワイド ラジオ J」（毎週月曜〜金曜 朝 6:30〜8:40 放送）の番組の中で旬な話題を取り上る「J ポイント」（8:15〜8:24 頃） 

 

  

2.広報制作物等  制作物の種類・発行時期・部数・概要リンク先 

 

●うえだ子どもシネマクラブ＿4月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年 4月上旬＿3000 部 

●うえだ子どもシネマクラブ＿5月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年 4月下旬＿2500 部 

●うえだ子どもシネマクラブ＿6月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年５月下旬＿2500 部 

●うえだ子どもシネマクラブ＿7月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年 6月下旬＿2500 部 

●うえだ子どもシネマクラブ＿8月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年 7月下旬＿2500 部 

●うえだ子どもシネマクラブ＿9月上映会案内（B5 両面カラー）＿ 2021 年 8月下旬＿2500 部 

https://www.youtube.com/watch?v=_GkH4qj5ELg&fbclid=IwAR3PbXVehIrwtluI__W4wyoF96f5CF5HSFUlgrq4BpbbX878rA06c5Qi1P8
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●うえだ子どもシネマクラブ＿鑑賞券（チケットサイズ）＿2021 年 6月下旬＿600 枚 

 

 3.報告書等 

 

●報告書(B4 二つ折り/8p 仕上がり)＿2000 部 
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／外部 評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 全般  事業担当者 

内部 全般  事業担当者 

内部 全般  事業担当者 

 

A) 事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

アウトカム 指標 目標値・状態 

（達成時期） 

これまでの活動をとおして把握している 

変化・改善状況 （数値・状態） 

１、長野県東信地域において、孤立し

がちな子ども若者を含める潜在的な

課題が把握しやすい地域社会になる。 

連携協議会で新たにつな

がった、要支援者と保護者

の人数 

支援対象地域全体で１

５機関、約８０家族 

●長野県東教育事務所、上田市教育委員会、東御市教育委員会、小

諸市教育委員会、佐久市教育委員会、御代田町教育委員会、軽井沢

町教育委員会、長門町教育委員会を通じて、各学校にチラシを配布。

対象となる子どもたちにチラシを渡していただくことを見通して

いるが、学校の対応はさまざまである（学校によっては掲示板に貼

っている、情報ラックに置いている等もあるらしく、それだと家に

こもりがちな子どもたちには届かない）。そんな中で県教育事務所

の所属となるスクールソーシャルワーカー(以下、SSW/当地域では

8 名）の協力体制を強化していく。子どもやその保護者と直接つな

がっていること、子どもたちの状態や個性を把握していることか

ら、上映会に直接繋ぎやすい。これまで、支援会議や家庭訪問を通

じて対象の子どもたちに会えなかったのが、上映会の場ではじめて

子どもに会えた、というケースが数件ある。  
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●支援関係団体として長野県動物愛護センター ハローアニマルの

動物介在コーディネーターとの連携も強化。ハローアニマルのこど

もサポートを通じてつながる子どもたちの別の居場所として映画

館を紹介しつないでいただく。またおけまる食堂、信州子どもカフ

ェ（長野県上田地域振興局 総務管理課 総務管理課 県民生活課）と

の連携もできてきた。 

●シネマクラブ利用者のクチコミで対象となる子どもたちに情報

が届くパターンも（「みんなの居場所 だらっと」等）。当事者となる

保護者たちは、学校以外の多様な居場所をより切実に求めているこ

とがわかる。 

●facebook や instagram での情報発信や、新聞、ラジオ、WEB メ

ディアを通じた情報発信を通じて、直接情報を求める世帯に訴えか

けることに努めた。 

 

連携団体数：１３団体 

家族数：24家族（直接来場した家族） 

 

２-1、要支援者やその保護者が相談で

きる窓口やつながりが増え、孤立しな

い地域社会になっている。 

支援対象地域の相談窓口

数 

支援対象地域全体で１

０機関、約５０家族 

●連携団体であるNPO 場作りネット、犀の角、NPO 法人リベルテ

等の活動をシネマクラブでも紹介&連携していく。雨風しのげるあ

らゆる場をつくっていこうという「のきした」の活動をはじめ、女

性や子どもが気軽に宿泊ができ、相談ができる「やどかりハウス」、

お金ではない人のつながりをつくる「時間銀行ひらく」、在日外国人

の方達の郷土料理をつくって地域のみんなで食べる（炊き出し）「お

ふるまい」、地域で子どもたちの放課後の部活動を行う「うえだイロ

イロクラブ」など。芸術文化活動と居場所支援、相談業務等が織り

重なった活動との連携が始まる。 

●いずれも個別に相談が必要な場合は専門家を繋ぐ。サポートネッ

ト信州、地域若者サポートステーションしなの等。 
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連携団体数：１３団体 

相談に至った家族数：     

２-2、課題解決のため地域資源がコミ

ュニティシネマ以外の場にも波及し

ている。 

本事業に関わるNPOや地

域団体の数 

5 団体が関わるように

なる 

●うえだ子どもシネマクラブとほぼ同時期に始まった「のきした」

の活動と連携が始まる。2-1 と重なるところがあるが、こちらは上

田映劇から徒歩5分の距離にある小劇場を拠点にした取り組みであ

る点が共通している。映画館と小劇場という同業種の劇場が、地域

の子どもたちの居場所になっていくというプロセスは、非常に興味

深い取り組みであり、今後その効果がゆるやかに現れていくのでは

ないかと感じている。「のきした」では DV や経済的な孤立を感じ

ている女性たちが、「おふるまい」では地域で暮らす外国人の人たち

が、いわゆる「支援」という場ではない場所で、つながっていく様

子がみられる。 

 

連携団体数：４団体 

 

３、長野県東信地域において、子ども

若者が抱える課題への地域社会の理

解が進み、協力者が増える。 

本事業の中で連携、協力体

制がとられた自治会、商店

街等の数 

50自治会、５商店街 

 

●活動当初予定していた自治会や商店街への声かけは、まだできて

いない。地域の方の個別の協力者はたくさん得られたものの、「自治

会」や「商店街」といった単位での協力依頼については、ある程度

段取りと具体的な内容が必要となってくるため、そこへの優先度が

低くなってしまいがちで、段取りができていない。 

４、子ども若者の包括的な支援体制が

つくられ、行政施策にも反映されるよ

うになる。 

他地域への波及事例 ５事例 ●地域の議員や、行政担当者との個別のやりとりはその都度重ねて

いるものの、まだ具体的な施策には落とし込めていない。 

 

 

② （※任意）アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」 
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評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

 

 

  

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 þ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

「映画館を居場所に」のコンセプトへの共感が得やすい。全く異なる業種―

教育関係―映画（芸術文化）関係―支援関係の連携により、それぞれの強み

を活かし、補完しあえる関係性が作れている。 

また広域（東信地域）を対象にしたことで、市町村独自の慣習に囚われるこ

となく事業が展開できる。そして、それがお互い良い影響を及ぼしあうこと

も期待できる。 

 

B) 事業改善に向けた評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

⑤実施状況の適切性 事業の運営管理体制に問

題はないか。 

おおむね実施できている 

 

事業の運営にあたり、業務内容が多岐にわたってきたところがあり、進

め方や役割などを整理していく必要がある。コーディネート業務と、実

際の取り組みにかかる業務とが並行しており、互いに絡みあっている。

ただ、その中からの新たなつながりや事業の展開が多いこともあるの

で、現状の状態を維持しつつ分担をしながら行っていきたい。 

また全体の方針やスケジュールを把握していくために、連携協議会の

役割を見直していきたい。 

⑤実施状況の適切性 コロナ助成によりどんな

成果が出たか。 

 会議や専門家との連絡調整の際に、コロナ禍ではなかなか出張できる

状態ではなかったが、zoom 等によりどこにいても対話の場を設定する

ことができている。（こども映画教室主宰の勉強会、文化庁 AFF 申請の

検討会議、トークイベント時の監督との打ち合わせの際など） 
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⑥知見の共有、活動の

改善 

事業を通して新しいアイ

デア・改善が生まれたか。 

 上映会を当初月に１回のペースで開催してきたが、上映作品の内容に

よって子どもたちの反応が異なり、足がなかなか向かない等の意見が

聞かれた。そこで上映会を月に２回開催し、午前午後と異なる作品を上

映することで月に４作品を届けることになった。 

また、「平日の子どもたちの居場所に困っている」という声を受け、上

映会以外の日も映画館にいてもらえるように平日受け入れの取り組み

を増やした。 

そうすることで、こどもたち映画館や映画と出会う機会を増やしてい

くことにもつながり、結果、子どもたちが自発的に家から出たいと思う

機会が増えていく。 

⑦組織基盤の強化 組織の体制・事業体制は

事業目標に対して適切か

つ十分か。 

  

   

おおむね適切である ３団体の連携体制は十分に取れていると感じている。スタッフ間の協

議や活動計画、実施についても業務を補完し合いながら、行うことがで

きている。ただ、地域や教育関係者に、この取り組みの意義を浸透させ

るためには３団体以外のメンバーの知見を共有し、外へ発信していく

必要がある。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

・「映画館」と「学び」「居場所」という発想の中に異業種が連携している事業であるというところが非常に良い影響を及ぼしている。 

・すでに存在する社会制度や専門家の支援からは取り残されてしまう子ども若者がどれだけいるかということについて実感している。それはいわゆる「支援」と異

なる場が必要で、そうした共通認識のもとで外部の団体と連携していくことができる。「支援」とは違う場としてのネットワークを整えることが、二重のセーフティ

ネットにつながる。またそうした子どもたちが抱える課題を個別に追っていきながら、映画や映画館、小劇場等の芸術文化の存在がどういった影響を及ぼすのか？

について引き続き協議を重ねていきたい。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・教育関係者の協力が得やすかったこと。特に長野県教育委員会東信教育事務所の協力体制は素晴らしく、事業開始前から周知に協力していただくことができた。

具体的にはスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）※という、家庭と学校の間で子どもたちと対話を重ねる専門家を繋いでいただいたことで、結果的に子どもたち

が子どもシネマクラブの存在を知ることにつながっていった。 

 ＳＳＷ＝児童生徒や家族との面談、家庭訪問を通してのアセスメントを行う。社会福祉制度に関する知識を活かして行政や関係機関に働きかけ、地域でのサポー

ト体制をつくる役割。 
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④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 þ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 þ 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

事業改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成するために 

 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

と自己評価する 

社会でみえにくくなっていた課題がコロナ禍でより鮮明に浮かび上がってきたこの 1 年半。

新型コロナウイルスの影響によって居場所を失う子ども若者が増えつつある中で、映画館が

地域の社会資源としての機能を果たすことができつつあり、それがだんだんと周知され始め

てきている。教育関係者、支援関係者、芸術文化関係者のそれぞれ従来の役割がある中で、そ

れらが連携することによって、今までにない、新たな居場所を提供することができることがで

きており、支援の場には足を運べなかった子どもたちが映画館に来始めている。そうした新た

な可能性をどう持続可能な状態に続けていくか、、、という点が後半の課題である。 

 


