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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 ： 保見に新しい風を！ 

● 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 ： 保見プロジェクト 

● 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 中京大学の学生が保見プロジェク

トに取り組み保見団地の美化と居住者

の交流に貢献する 

保見プロジェクトに主体

的にかかわる学生数 

10名 月 1 回、日曜日の朝に県営保見自治区が実施している一

斉清掃や粗大ごみ回収等に学生が参加し、自治区役員及

び居住者と交流を重ねている。子ども食堂等に関わる学

生も含めれば、主体的に関わる学生は、10 名を優に超え

ている。 
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２ 保見に暮らす子どもたちが子ども

食堂に来て交流や学習を行う 

子ども食堂の利用者数 20名 昨年 10 月から子ども食堂を毎週金曜日の朝に開催して

いる。コロナ感染予防のため、フードパントリーの期間が

続いていて、利用する子どもが 20 名に達しないことも多

いが、facebook で前日にメニューの画像と共に利用を呼

び掛けるようになって、20 名分すべてがなくなることも

増えた。 

学習に関しては、4 月と 5 月のチーム会議での協議を経

て、JUNTOS という学生の自主団体が立ち上がり、土曜

日の午前中に学習支援活動をしている。 

いずれは、JUNTOSの授業の後、土曜日の昼に子ども食

堂を実施したい。 
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３ 保見に暮らす高齢者が高齢者向け

食事サービスおよび生活支援を利用

し、多様な方々と交流を持つ 

高齢者向け食事会と生活

支援の利用者数 

20名 「高齢者サロン」を実施している。緊急事態宣言発出によ

り、予定していた高齢者サロンを中止しなければならな

かったことが多いのが残念である。 

ただ、手伝ってほしいことがある方が、電話で依頼し、学
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生が対応する「高齢者お手伝い」の利用者が多い。特に、

ワクチン接種予約の時期は、日本語が充分にできない方

や、スマホが使いこなせない方からの依頼が多かった。 

４ 中京大学の学生が保見団地でのフ

ィールドワークに積極的に参加し、事

業成果の測定にもとづいて事業計画を

見直す 

フィールドワークを実施

する学生数 

80名（年間延べ人

数） 

上記の事業の他、自治区による敬老の日の記念品配布の

手伝い、トルシーダによる各種事業の手伝い等で、フィー

ルド経験を積み重ねてきた。 

昨年度はひとり、今年度はこれまでのところ 3 人の方に

ライフヒストリーを語っていただいた。ひとりひとりの

生き方を教えていただき、胸に刻んでいくのは、フィール

ドワークの基本であり、保見団地の歴史やお住まいの

方々の共通点・相違点を知る上でも重要である。 

学生数の目標値は優に超えている。ただ、データとしてま

とめるところまでにとどまっている。 

「測定」と「計画見直し」を一方的に実施するより、住民

アンケートの概要版等を使って、おとしよりや子どもた

ちと保見団地に臨むことを語り合い、望ましい保見団地

に近づくプロセスを共に考える、という方がいいかもし

れない。 

膨大なデータを、保見団地のコミュニティつくりだけで

なく、多文化共生に役立てられるようにどう加工するか

は、今後の検討課題である。 
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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  

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 

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 

パーティション、サーモメーター、ＣＯ２メーター、フェイスガード、アルコール等、必要な機材を備え、活用している。 
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感染状況が悪化している時期には、使い捨ての鉛筆で記帳してもらうなど、一段と強い防止策をこうじている。 

 

 

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 

 06 月 07 日 「外国人の接種を支援 中京大生ら 地域の力に」毎日新聞 

06月 09 日 「外国人のワクチン接種 中京大生らが手助け」東海テレビ ニュースONE 

 06 月 10 日参照 https://www.alternativa.co.jp/Noticia/View/91011/Voluntarios-ajudam-brasileiros-idosos-a-agendar-vacinacao-em-Toyota 

 

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 

「高齢者サロン チラシ」（4月） 

「JUNTOS チラシ（日本語とポルトガル語）」（5 月） 

「高齢者お手伝い チラシ」（5 月） 

Facebook(JUNTOS) https://www.facebook.com/profile.php?id=100058768518777 

  Facebook(Projeto Homi) https://www.facebook.com/profile.php?id=100058939246877 

  

3.報告書等 

『保見プロジェクト（中京大）の活動記録』（「昨年 1月、応募準備段階からの月次報告」「ライフヒストリー」「各種イベント・卵配布・子ども食堂等の参加者リス

ト」）を今年度中に刊行予定。  

https://www.alternativa.co.jp/Noticia/View/91011/Voluntarios-ajudam-brasileiros-idosos-a-agendar-vacinacao-em-Toyota
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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 全体状況の把握  代表 

 

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 中京大学の学生が大学での

学びを活かして保見プロジェク

トに取り組み、保見団地の美化

および団地に暮らす方々の交流

に貢献する状態になる 

保見プロジェクトにかかわる

科目数 

保見プロジェクトにかかわる

学生数 

保見プロジェクトにかかわる

教員数 

3つの科目が保見プロ

ジェクトにかかわる 

毎年度 10 人の学生が

保見プロジェクトの

メンバーになる 

3人の教員が保見プロ

ジェクトにかかわる 

現代社会学部岡部ゼミが豊田市周辺の外国籍住民へのインタビュ

ー調査。同、中原ゼミが、高齢者サロンの健康体操への協力。昨年

度秋学期の「グローバル市民論」が保見プロジェクトをテーマにワ

ークショップを実施し、保見団地プロジェクト関係者が多数、ゲス

トとしていらしてくださった。さらに今年度春学期は、1 年次必修

科目「現代社会」（担当：亀山）が東海テレビで報じられた中京大生

によるワクチン接種紹介番組を見せた。秋学期には、「グローバル市

民論」で JUNTOSメンバーが活動について説明した。2020 年度に

保見プロジェクトに関わった学生数は、延べ 729 人である。科目数

と教員数も充分に目標値をクリアしている。ただ、コロナ禍で活動

する学生を制限せざるを得ないこと、活動内容が進化し入門にふさ

わしい活動が少なくなっていること、から、メンバーになることを

希望する学生はいても、なってもらえないことが多い。 
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２ 保見の子どもたちが子ども

食堂によって健康と交流を促進

され、学習意欲が高まっている

状態になる 

'朝も夜もきちんとした食事

をとる子どもの数 

県営保見集会所でのイベント

に参加する子どもの数 

70% 

 

50人 

子ども朝食堂は、卵配布をしているトルシーダの支援を受けて 10

月に開始し、毎週金曜日に続けてきた。昨年の七夕祭りの時に、「朝

ご飯を食べているか」を聞いたので、イベントを開く機会があれば、

再度聞いて効果を確かめたい。facebook で前日に参加を呼び掛ける

ことで、参加者を増やすことができた。また、保見団地プロジェク

トから誕生した学生団体 JUNTOS が、土曜日の午前中に小学生向

けの教室を開催するようになった。 

３ 保見の方々が高齢者向け食

事サービスおよび高齢者の生活

支援によって交流が促進され、

高齢者の孤立がなくなっている

状態になる 

県営保見住宅にお住いの高齢

者の食事会の回数 生活支援

及び生活状況聞き取りの回数 

食事会に参加する高齢者の数 

年に 12 回食事会を開

催する 

年間 24件 

食事会に参加する高

齢者が 20 名になる 

高齢者サロンは、計画し、参加者希望者がいても、コロナ禍で中止

せざるを得ない状況が続いている（2020 年度は５回企画し、1回実

施。2021 年度は 2 回実施）。が、参加希望者を募るために何回も高

齢者のお宅を訪問することによって、高齢者の生活状況はかなり見

えるようになってきた。さらに、高齢者お手伝いを開始した。これ

は、好評で、ある。高齢者サロンと高齢者お手伝いを通じて、高齢

者は学生の顔を見てちょっとおしゃべりをする機会を望んでいる

ことが分かった。 

４ 学生が保見の方々の信頼を

得て、フィールドワークの一環

としてお話をうかがい、記録す

ることによって、本事業全体が、

多文化共生事業に取り組む方々

のモデルにとなっている 

年度ごとの「多文化多様性の

輝く保見団地プロジェクト」

報告書の刊行 

本事業を参考にして子ども食

堂や高齢者向け食事会を開催

する県営住宅の数 

2020 年度末、2021 年

度末、2022 年度末に 1

冊ずつ刊行 

3 団地 

情報が膨大であることと、あくまでも中京大が実施したフィールド

ワークの記録であることから、昨年度末に「保見団地プロジェクト」

全体の報告書として刊行することはできなかった。しかし、「保見プ

ロジェクト（中京大）」の報告書として、昨年度からのフィールドの

記録と他の実行団体が実施したイベント等も含む参加者データの

入力を続けている。これは、多文化共生事業に取り組む方々にとっ

ても、重要な情報になると考える。 

 

 

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 
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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 

 

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 

実施状況の適切性 事業の進捗管理体制に問

題はないか（進捗管理の

仕組み） 

日々の活動に追われ、保見プロ

ジェクトの進捗管理に十分な時

間とエネルギーをあてることが

できていない。 

月に 1 回のチーム会議や、年度末報告、中間報告の機会に、活動をチ

ェックし、進捗管理体制を強化したい。 

2021 年 3 月まで自治区長だった方が、4 月から老人会長になり、高齢

者サロンだけでなく、老人会で学生が出し物を用意するなど、自治区

との連携は強まっている。 

実施をとおした活動

の改善、知見の共有 

事業を通して新たなアイ

デアが生まれたか 

実践の中では、常に新たなアイ

デアが生まれ、試行する機会が

ある。この中で、活動の改善に資

するものを蓄積していきたい。 

「コロナ感染防止のためのさまざまな工夫」「週に 2 回、燃えるごみを

出す前日に、学生が日本語とポルトガル語で放送すること」（担当は 4

年の吉村。半年もしないうちにポルトガル語をマスターした。「学生が

日本語と（へたな）ポルトガル語でアナウンスしている」と話題になっ

ている）「高齢者お手伝い」（学生に愚痴を聞いてもらうだけの電話もあ

れば、学生には手に負えない深刻な相談もある。が、「スマホに送られ

てくる孫の写真に返信する方法」とか、「税務署に書類を送る手伝い」

とか、「天井灯のカバーの掃除」等、学生にとってお手伝いしがいのあ
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る依頼が多い。依頼者にとってはお手伝い中に若者とおしゃべりする

のも楽しみであるようだ。お菓子とか、ご自身で栽培された野菜は、喜

んで頂戴している）「学生団体 JUNTOS の活動開始」等は、活動の改

善に資するものとして、継続していきたい。9 月 26日に開催された「協

同 in 東海」で、JUNTOSメンバーが主として土曜日教室について、中

京大生が主として子ども食堂について報告した。参加者からは、「うち

の学生も参加できるか」といった質問が複数あっただけでなく、名古屋

外国語大学から「多文化共生計画演習」で発表するよう依頼があった。

学生たちの活動は、他大学の学生との連携も生み出しつつある。 

組織基盤強化・環境整

備 

プロジェクト実施による

知見や経験を蓄積する体

制を整備しているか 

「保見プロジェクト（中京大

学）」報告書が、知識や経験を蓄

積するものとなることを願って

いる。また、保見団地に住む決意

をしている 4年生もいる。 

昨年末に実施した住民アンケートとその報告書、および概要版の作成

は、チームが一丸となって実施した貴重な経験だと思う。今後は、これ

を活かした住民との交流を検討し、実施していくことが、カギになると

思う。 

保見プロジェクト（中京大）は、2020 年度スタート時の主要メンバー

が 2022 年 3月で卒業し、代表である斉藤も定年退職する。愛知県立大

と愛知淑徳大の JUNTOS主要メンバーも 4年である。したがって、知

見や経験をしっかり蓄積し、継承することは非常に重要である。幸い

JUNTOS 主要メンバーは卒業後も継続する決意をもって活動を始めた

し、毎週土曜日に参加する県大の 1 年も複数いる。保見団地に住む吉

村とともに活動する中京大の後輩たちも確保しており、子ども食堂の

食材購入、在庫確認、参加者名簿作成などの作業の引継ぎも進んでい

る。斉藤は、退職後も 4 年次のゼミ等を担当するので、来年度も他の

教員と保見プロジェクトをつなぐと同時に、新たに活動に参加する学

生を募ることができる。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

プロジェクトの行動計画を遵守しつつ、柔軟性をもって、さまざまなアイデアを実践する雰囲気があること。 

保見プロジェクト（中京大）にとっては、トルシーダおよび県営保見自治区とともに活動する機会を積極的に増やしてきたことが、新たなアイデアを試行する機会
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の獲得につながっている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

県営保見自治区内に複雑な人間関係があること。 

コロナ禍の深刻化・長期化。これが、保見に暮らす方々の分断を進めてしまった面があること。（community trauma と呼ばれる現象の典型的な事例かもしれない。

このトラウマに対処するには、互いの立場を認め合う寛容さが重要とされている。）への気づきを得た。 

    

 

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 

課題は多い。が、チームメンバーには、これに取り組むエネルギーが充分にある。 

 

 

添付資料 
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3.活動の写真（任意）（画像データは 1枚２MG以下、３～4 枚程度） 

① 美化（8月 21日 JUNTOSメンバーらが地球広場のモップかけ）  ② 子ども食堂（8 月 13日、コロナ感染拡大のためこの日から集会所の玄関先） 

     
 

③ 高齢者支援（5 月 26日、ワクチン接種予約のお手伝い）   ④ フィールドワーク（8 月 1日、ライフヒストリー聞き取り） 

     


