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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 ： ＵＥＤＡ次世代支援プロジェクト 

● 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 ： 認定特定非営利活動法人侍学園スクオーラ・今人 

● 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.長野県東信地域において、不登

校児童生徒及び無業若年者、その

家族が、本事業の内容（コミュニ

ティカフェ、公開授業・相談会）を

知り、関わるようになる。 

①コミュニティカフェ利用者

数 

Ａ：当事者、Ｂ家族(以下、同） 

② 公開授業・相談会参加者

数 

①100 名（年間） 

A：４０名 B：60名 

②80 名（年間） 

A：３０名 B：５０名 

①コミュニティカフェ全 9 回（4/21、5/10、

5/24、6/7、6/21、7/5、7/26、8/9、8/30）上

田映劇 

A.のべ９３名（達成率 232％）  B.のべ１３

名（達成率 21.6％） 

②公開授業（5/15、8/29） 

A.5 名（達成率 16.6％） B．12 名（達成率

24％） 

※①②共に、家族の数を当事者の倍（父母）で

考えたが、実際に両親が付き添うことはほとん

どないため、予想より少なくなっている。 

※また、②の公開授業は、コロナ禍のため入場

制限があり、来場者自体が少なかった。 

※コロナ禍にあり、出張カフェなど積極的に出

られなかった点で右記の進捗状況は 4とする。 
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2.長野県東信地域において、不登

校児童生徒及び無業若年者が、コ

ミュニティカフェ事業に継続的に

参加し、運営（の一部）を担う。 

コミュニティカフェ運営者

数・協力者数 

30名（3 年間） コミュニティカフェ全 9回（4/21、5/10、5/24、

6/7、6/21、7/5、7/26、8/9、8/30）上田映劇 

39名（達成率 130％） 
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３．長野県東信地域において、学

校関係のこの問題に関する関心・

認知が高まり、本事業の内容を知

り、関わるようになる。 

①コミュニティカフェ利用学

校関係者数 

②公開授業・相談会参加学校

関係者数 

①20 名（年間） 

②30 名（年間） 

①14 名（達成率 70％） 

②0名（達成率 0％） 

※②については、コロナ禍のため、来場を遠慮

されていた。 
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４．長野県東信地域において、関

係団体・関係者が不登校児童生徒

等の「支援の場所」「居場所」とし

て、映画館の活用に参画・協力す

る。 

①来場者の所属機関の数（学

校・病院・その他の支援団体

等） 

②イベント等の情報を得た場

所の数 

③コミュニティカフェや公開

授業をサポートする市民ボラ

ンティア数 

① 30カ所 

②30 カ所 

③10 名 

①12 カ所（達成率 40％） 

②16 カ所（達成率 53.3％） 

③4名（達成率 40％） 
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5.総合支援士が本事業にて経験値

を重ね、スキルアップすることに

より、継続的なアフターケア活動

のモデルができる。 

①コミュニティカフェの参加

者に対してアフターケアを行

った数 

②公開授業・相談会の参加者

に対してアフターケアを行っ

た数 

③アフターケアの蓄積により

開発した支援プラン数 

①３０名 

② ３０名 

③ １０ 

①1名（達成率 3.3％） 

②4名（達成率 13.3％） 

③2（達成率 20％） 
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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  

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  3.課題がある 

2.アウトカムの変更状況 

A：変更項目 

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 
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・除菌・消毒・検温・マスクの徹底。カフェ内の空調は除菌機能を使用。 

・カフェ内だけでなく、ロビーや、外にも座席を配置し、密を避けた。 

・公開授業は、人数制限を設け、後日オンライン配信を行った。 

 

 

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） 

 【SNS】 

● 23回 
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Facebook SAMUcafe にて開催予告と報告 

https://www.facebook.com/SAMU-cafe-107844301091971/?ref=page_internal 

 

 

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 

・８月２９日（日）公開授業 チラシ  ２０２１/６月作成 

 

 3.報告書等  

https://www.facebook.com/SAMU-cafe-107844301091971/?ref=page_internal
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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 事業の妥当性  総合支援士 

内部 事業の妥当性  総合支援士 

内部 事業の妥当性  侍学園 広報担当 

外部 実施状況の適切性  NPO 法人パノラマ理事長 

外部 実施状況の適切性  NPO 法人パノラマ 

 

 

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、不登校児

童生徒及び無業若年者が、本事業に関

わる事により状態が改善している。

（家庭外の居場所を持ち、そこから学

校または社会へ繋がるきっかけを持

つ。） 

①家庭外の居場所を持っ

ていると回答した当事者

の数  

②何らかの居場所に継続

して繋がっている当事者

の数 （6ヶ月以上継続） 

① 支援対象地域全体

５０名 

②支援対象地域全体 

３０名 

短期アウトカム進捗確認のため、アンケート調査を行った。調査対

象は、SAMUcafe利用者、支援者、侍学園生徒、保護者 計 90 名。

そのうち、SAMUcafe 利用者 5 名、SAMUcafe 利用の支援者 7名、

侍学園生徒 19 名、侍学園保護者 17 名、合計４８名が回答。 

①  11 名（達成率 22％） 

②  11 名（達成率 36％） 

今回、子どもシネマクラブは居場所としてカウントされていない。

目標値近づけるためには、アンケート調査範囲の拡大と子どもシネ

マクラブの居場所としての認知をすすめていく。SAMUcafe も、焚

火カフェを予定しており、居場所としてカウントされるだけの回数
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を増やしていきたい。 

2.長野県東信地域において、不登校児

童生徒及び無業若年者の家族が、本事

業に関わる事で、当事者の支援環境が

改善している。（居場所に常時来れな

くても、他のサポートに繋がってい

る。） 

①何らかのサポートに繋

がった当事者の保護者数 

②何らかのサポートに継

続して繋がっている当事

者の保護者数 

（6ヶ月以上） 

'①支援対象地域全体６０名 

②支援対象地域全体４０名 

短期アウトカム進捗確認のため、アンケート調査を行う。 

①   4 名（達成率 10％） 

②   4名（達成率 10％） 

家族の数を当事者の倍（父母）で考えたが、実際に両親が付き添う

ことはほとんどないため、予想より少なくなっている。そのため、

達成率が低い。 

3.長野県東信地域において、本事業で

ケース改善率が上がることにより、学

校関係の不登校児童生徒等の問題に

対する関心・認知が高まり、当事者や

家族を関係支援機関に繋げられる状

態になる。その結果、要支援者の発見・

対応の時期が早くなる。 

①要支援者を早期に発見・

対応できた数（または割

合） 

②学校関係者が不登校児

童に関わる支援機関を認

知している割合 

③教職員・スクールソーシ

ャルワーカー・相談員など

による任意グループの発

足 

①支援対象地域全体１０名 

②支援対象地域全体５０％ 

③任意グループの発足 

短期アウトカム進捗確認のため、アンケート調査を行う。 

①7名（達成率 70％） 

②SAMUcafe 利用の７名の支援者はもちろん認知しているが、公開

授業の認知度を把握するアンケート調査が未実施。今後、うえだ子

どもシネマクラブの周知に合わせて、アンケート調査を行う予定。 

③定期的に本事業を利用される SSW、支援員、教員の方にも、拡大

協議会などにご参加いただき、うえだ子どもシネマクラブサポータ

ーとして、ワークショップやカフェ等に関わってもらう形を目指し

たい。 

 

4.長野県東信地域において、「支援の

場所」「居場所」として映画館が社会

的役割を果たし地域全体で課題意識

が共有された結果、包括的支援がより

可能になる。 

複数の支援者・支援機関が

つながって当事者に包括

的支援ができたケース数 

１０件 こどもシネマクラブを利用している子ども・若者２４名のうち、７

名の子ども・若者が定着しつつある。そのうち６名（達成率 60％）

は、他の支援団体の支援者と共に来場。元々の団体と子どもシネマ

クラブの両者で支援を継続している。無料上映だけでなく、平日利

用や、SAMUcafe 利用、ワークショップに関り、それぞれが役割を

持っていることで、定着の度合いが違っている。ワークショップの

講師、似顔絵販売、ハンドメイド作品販売など。導入部分では居心

地を優先。会話を重ね、話を聞き取っていく過程で、得意なもの好

きなものに関係するような役割を持たせていく。 

5.総合支援士の育成・スキルアップが 事業スタート前は、接触・ ２０名 3 名。いろいろクラブ、侍学園、若者サポートステーションしなの
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行われ、その結果、不登校児童生徒及

び無業若年者が学校または社会へ繋

がる機会と時間が増えている。 

対応が難しかったケース

について、総合支援士が対

応し、何らかの支援場所・

居場所に繋いだ人数 

など 

SAMUcafeに関わったということで、総合支援士の対応が直接関係

したとは断言できないが、社会へ繋がるきっかけ作りはできてい

る。 

 

 

 

② （※任意）アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」 

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  

 ☐ 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 

カフェの開催、公開授業の開催は達成できている。支援対象者の子ども・若

者が本事業に関わり、更に別のコミュニティに繋がるケースも出ている。し

かし、その保護者が関り、保護者自身が本事業や何らかの支援に繋がるケー

スは予想より少ない。計画の段階で、単純に支援対象者の保護者を２倍に想

定していたのだが、実際は、両親が一緒に関わるケースはほぼない。また、

総合支援士で全て対応する形よりも、複数で総合的に支援していく形が現

状であり、現実的であると考える。 

 

 

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 
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評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

④事業計画の妥当性 計画の妨げとなる事象が

充分に検討され、それを

軽減するための対策が検

討されているか。 

妨げになる事象、及び、それを軽

減するための対策が検討されて

いる。 

コロナ禍のため、神奈川県のぴっかりカフェ視察ができていない。先行

事例との比較を直接観察にて行う予定。緊急事態宣言が明け、落ち着い

たところで訪問予定。代わりに ZOOMとメールにてインタビューを行

った。SAMUcafe はコロナ禍にあっても、未開催の回はなく、密を避

け、感染防止を心掛けた。回数も月１から月 2に増やした。 

⑤実施状況の適切性 活動内容は計画通りに実

施されているか 

   

計画の妨げとなる事象が

事業の十分に検討され、

それを軽減するための対

策が検討されているか。

  

  

対象グループや関係組織

の事業への参加度や事業

に対する認識は高いか。

   

計画通り実施されている 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心は高い。 

2021/4/12（19名）、5/10（24 名）、5/24（39 名）、6/7（29 名）、6/21

（51 名）、7/5（41 名）、7/26（55名）、8/9（25名）、8/30（18 名）、

9/13（21 名）、9/27（23名）計 11回。ワークショップを各回用意し、

集客につなげた。コロナ禍のため、出張カフェなどは未開催。カフェも

7 席 Max の狭い場所のため、ドアを解放。空気清浄機稼働。カフェの

外（上田映劇の玄関前）の傾斜をフラットにし、ベンチを設置。ロビー

やエントランスも利用して、密を避けた。利用者は平均 29 名。 

 

・ハローアニマル・東信教育事務所・緘黙研究室・SSW・教員・だらっ

と、子ども若者サポートネット等、毎回、支援対象者と共に参加してい

ただいている。チラシ、口コミ、SNS、メディア等で活動を発信し続け、

更なる拡大と継続を目指す。 

③ 知見の共有、活動

の改善 

活動の結果を蓄積し、デ

ータをもとに振り返って

改善できているか。 

概ね、計画通り実施されている。 ・こどもシネマクラブ及び SAMUcafe の利用者の中での支援対象者と

の対話記録を上田チームで共有。支援プランのベースとなる「社会参加

へ向けての成長段階フォーマット」を利用し、曖昧な支援やバラバラな

支援に陥ることを防ぐ。※うえだ子どもシネマクラブ参加者シート参

照。今後、対象者の成長度を測りやすいフォーマットを現在検討中。年

内には使用開始予定。 

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。 

   

総合支援士は基本的にゲートキ

ーパーと同じ役割だと認識でき

た。ただし、複数の総合支援士が

創造的に機能する形の確立は、

今後の課題である。 

「総合支援士」とは何か？ 

【事業計画では】 

・カフェや公開授業参加者へのアフターケアを行う 

・アフターケアの蓄積により、支援プランを開発する。※この場合のア

フターケアとは、個別相談・保護者相談・場合によってアウトリーチな

ど。 

【事業スタート後は】 

・様々な支援情報を持ったコンシェルジュ的存在 
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・悩みを聞く最初の窓口 

・アフターケア（個別相談・保護者相談） 

【誰が総合支援士なのか】 

・平形をはじめとする関係スタッフ（直井・高橋・泉） 

・または「総合支援士」という単位ではなく、「総合支援」として侍学

園の生徒や、地域のボランティア、拡大協議会に関わる団体との連携に

よって行われる「支援の形」をさすのか？ 

総合支援士＝ゲートキーパーになるように思う。複数のゲートキーパ

ーが連携・協力して行う支援＝「総合支援」になると考えている。 

 

【総合支援士の育成及びスキルアップのために、行っていること】 

・スタッフ研修（侍学園にて月 1回） 

・ゲートキーパー研修（上田市の研修に参加） 

・アウトリーチ研修（侍学園に寄せられるアウトリーチ希望者への訪

問） 

・リファー先の開拓として、資料集めや検索。 

 

この事業では、横のつながりが確実にできているので、支援の入り口と

しての認知度を上げ、居場所としての信頼感、安心感も確保したうえ

で、その後のつなぎ先が複数提案できるように、東信地区の支援場所の

詳細を把握、連携できるようにする。これは、この事業年度内にとどま

らず、継続して意識し、行うこと。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

 ・侍学園の総合支援士のみに頼らず、上田映劇やアイダオなどの職員も、自然に対象者に関りを持ち、A チーム全体でサポートしているため、SAMUcafe 以外の

日の居場所も増えつつある。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・子育て中の母親や、人との繋がりがないという 40 代の男性、高校を卒業したが行き場のない人など、様々なタイプが利用客として定着。 

 また、利用客の中から、ワークショップ指導のボランティアが 3名登場。外部（市民ボランティア）に頼むよりも、利用者の中から自主的にボランティア 

希望して貰えたことは収穫。利用者の雰囲気を理解した上で、活動してもらえる。3 名は、不登校・ニート傾向にある若者で、ピアサポーターとしての役割も高い。 
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④ 事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  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 

  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 

  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 

  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 

コロナ禍にあっても、事業のメインの活動は継続できている。市民ボランティアについても、

ピアサポーター的な役割の存在が生まれ、本事業に適したボランティアが生まれている。本事

業に継続的に関わる教育・支援関係者も増えつつあるが、まだ東信地域全体を考えた時、認知

度は低い。直接的な PRが難しい時期だったため、今後はチラシやパンフレット、うまくつな

がっているケースの資料等を持参し、より本事業への認知度を上げていく必要がる。また、総

合支援士の立ち位置及び特性を定め、今後の育成のための指針とする。そのうえでの、支援プ

ランの確立と蓄積になる。 
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添付資料 

 

3.活動の写真（任意）（画像データは 1枚２MG以下、３〜4 枚程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


