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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 ： 自然と生きる若者集団プロジェクト 

● 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 ： 特定非営利活動法人かしもむら 

● 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．協議体として機能するため、課題実

行団体が連携して事業を実施する。 

①協議体構成団体の定期

例会議の実施回数 

②協議体構成団体の定期

例会議の参加人数 

③協議体構成団体の連携

事業数"  

   

①協議体構成団体で 6 回/

年間 

②協議体構成団体で 60 人/

年間 

③6 件 

  

全体の定例会議については、コロナ感染防止のた

め対面での実施が困難であったため、毎月１～2

回オンライン形式で実施し、それぞれ参加人数は

6～７名であった。また、事業連携の実施につい

ては、各団体間で情報共有を密にし連携を図っ

た。（詳細は別表のとおり） 

遊休農地解消に向けたスマート農業導入事業、

GIS マップ化、学生の草刈りボランティア育成事

業、山村スタディーツアー、農村の景観調査と水

車プロジェクトなど、協議体構成団体間で連携す

ることにより効果的に実施することができた。 

 

2 計画どお

り進んでい

る 

２．協議体構成団体の事業参加者がスキ

ルアップし、地域の持続的発展に取り組

む。 

①協議体構成団体の研修・

視察の実施回数 

②協議体構成団体の研修・

視察の参加人数         

③地域との活動の種類、規

模と実績 

④地域との活動に参加し

た人数"  

  

①協議体構成団体で 2 回/

年間 

② 協議体構成団体で 100

人/年間 

③ 地域住民との合同検討

会 3 回/年間 

④100 人/年間"  

岐阜県の協力により、７月から８月に３回にわた

り「スマート農業講座」を実施し、協議体及び地

域住民延べ９１名が参加し、担い手不足の解消、

女性と若者の活躍、スマート農業機械の活用など

の事例について学んだ。 

８月に実施された中部圏地域活性化ファンド主

催の研修にも５名が参加し、スキルアップを図っ

た。地域住民との合同検討会については、コロナ

3 計画より

遅れている 
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禍の影響により実施できていない。 

3.協議体の組織基盤強化に取り組む ①協議体の組織体制 

②地域及び関係者の協議

体に対する評価 

①協議体の組織体制、事業

内容、資金計画等が明確に

される   

②協議体の活動が地域・関

係者で評価される 

現状では、活動の中心となる現役の大学生の参画

が困難な状況であるが、地域の区長会、協議会の

意見として、加速化する担い手不足、さらにアフ

ターコロナを見据えると、活動に対する地域住民

の評価、期待は高まっている。 

2 計画どお

り進んでい

る 

４．事業の制度化を図り、他地域での事

業展開に取り組む 

①事業成果を明確にした

報告書。 

②事業制度確立に向けた

関係機関との協議回数  

①報告書の発行 

②2 回以上 

行政機関、大学関係者とも検討を進めているが、

現時点では、コロナ禍の影響により、大学内での

活動制限が行われており、他地域での新展開など

事業拡大は困難な状況となっている。 

 

 

 

 

 

2 計画どお

り進んでい

る 

＊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 

  岐阜県の定める行動指針及び活動に参加する大学の学生窓口との調整を行いながら独自のガイドラインを策定し、活動参加時の PCR 検査の実施等、

大学側、地域側双方の理解を得たうえで活動できるよう調整を行った。 

 

 

 

③広報（※任意）    
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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 

・2021 年 3 月 22 日「村を挙げてネットモール開設」中部経済新聞 

  

 

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 

 

 

 

 3.報告書等 
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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 事業全般  事業担当者 

内部 事業全般  事業担当者 

内部 事業全般  事業担当者（臨時職員） 

 

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 

 

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．連携事業により、参加者(学生、若

者）の広がりでき経験の共有化が促進さ

れる。 

①支援対象地域間を往来す

る若者の人数 

②支援対象地域に滞在する

若者の滞在日数 

③地域活動への参加者数 

④地域住民の活動参加に対

する意識"  

①支援対象地域間で 200

人 

②支援対象地域全体で

4,000 日 

③200 人 

④地域住民の活動への参

加意識が確認できている 

① コロナ禍により移動が制限され、支援対象地域間を往来する若者

の人数は 89 人で、目標を下回っているものの、活動への参加は 9

大学約 220 名がエントリーしている。 

② 支援対象地域に滞在する若者の滞在日数も延べ 57 日 152 人で、

日帰り、短期、少人数のため目標を下回っている 

③ 地域活動への参加者数は草刈り、環境整備、イベントボランティ

アなど 41 人で、目標を下回っている 

④ 地元の区長会での聞き取りや学生らのオンライン取材等にも積極

的に協力してくれるなど、地域住民の活動参加に対する期待は高

まっている。 

 

２．地域活動の成果が評価され、地域に

おける新たな協働活動が芽生える 

①地域における活動の評価

結果(参加者、地域） 

②新たな地域との協働活動

①参加者、地域の活動に

対する評価が確認できて

いる 

①地域の協議会、区長会からの聞き取りによると、遊休農地の拡大、高

齢化、担い手不足、コミュニティの希薄化など、過疎地域が抱える課題
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内容 ②  5 事業 に対し、都市部の若者（学生）が新たなサポーターとしての活動に期待

が寄せられており、今後も意見交換を重ねながら地域と学生の協働を

深めていきたい。 

②現時点での主な活動 

1.遊休農地解消に向けたスマート農業の検討事業 

2.農地・空き家などの地域資源の GIS マップ化 

3 学生の草刈りボランティア育成事業 

4.山村スタディーツアーの受入れ（馬瀬・加子母地域） 

5.農村の景観維持と水車プロジェクト 

 

３．協議体の組織基盤が強化され、有効

な課題解決活動が実施できる。 

①協議体関係団体の広がり

(団体数、人材、地域分布等) 

②支援対象地域における支

援団体・個人の広がり

   

①中部圏で 5 団体 

②支援対象地域で 10 団

体 400 人 

①関係団体内では、木匠塾ＯＢ会の組織化により他分野で活躍する人

材とのネットワークが広がりを見せているが、コロナ禍の影響もあ

り、新たな地域や団体との展開は難しい状況である。その中で、地元

特産品のオンラインショップを開設し、商品や地域情報を発信する

“地元ライタークラブ”が発足し活動を展開している。 

 

②馬瀬地区においては、馬瀬区長会、馬瀬商工会、南飛騨馬瀬観光協

会、加子母地区においても、加子母むらづくり協議会、加子母区長会な

どの公益的な団体との調整を進めているが、地元の農業者、地域おこし

協力隊などとの連携も生まれている。 

 

４．自治体で協議体が実施した事業の活

動の制度化がなされ事業の継続が実現

する。 

①制度内容 自治体での制度化 

1 事業 

中津川市においては、域学連携活動支援事業として地域活動に取り組

む学生の交通・滞在費の一部を補助する制度が創設されているが、発展

的に活動を継続していくには更なる制度の充実が必要であり、中津川

市定住推進部との協議を進めている。下呂市においても、下呂市長が事

業を視察され高い関心を示されており、両市の広域連携も視野に入れ

継続的に働きかけを行っていきたい。 
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③ （※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 

今後の新型コロナウィルス感染状況等が予測できない状況であり、数量的な目

標値の達成については努力が必要であるが、地域や学生の意欲は高まっており、

オンラインでのセミナー実施や分散型の現地活動を組み合わせることにより、

より効果的なプログラムとなり達成できると考える。 

 

④ 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 

④事業計画の妥当性 当該地域住民のニーズに

マッチしているか 

事業計画については、コロナ禍に

より規模縮小はあるものの、地域

住民のニーズには合致している。 

 

 事業計画については、各自治体の地域事務所、地域の協議会及び区長会

等と調整を行い、地域住民のニーズに合致したものとなっている。また、

コロナ禍であっても、本事業の取り組みに意欲的に参加する若者（大学生）

が多く見受けられる状況であり、今後の地域住民、参加学生のアンケート

調査を実施し、事業に反映させていく計画である。 

 

⑤実施状況の適切性  活動内容が、計画どおり

に実施されているか 

新型コロナ感染防止を最優先と

し、直接的な往来人数の減少や規

模の縮小はやむを得ないが、今後

コロナ禍での活動については、地域内の活動については、中津川市役所市

民協働課、感染防止対策面では同健康医療課とも協議を行いながら、住民

理解を得ることと、感染防止を最優先して行った。特に夏休み期間中の活
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長期化することを想定し計画の改

善が必要。 

 

 

動については、これまでは多人数での合同合宿スタイルで実施していた

が、各大学内相談窓口とも協議を行いながら、PCR 検査の全員実施、分散、

少人数、期間短縮、リレー方式で実施計画を立て、夏休み中の活動に挑む

予定であったが、緊急事態宣言の発令により、8 月から 9 月にかけて活動

自粛となってしまった。あらためてコロナ禍での活動方法を再検討し、オ

ンラインでのセミナーや各大学構内での活動に切り替えながら事業を継

続した。 

 

⑥知見の共有、活動の

改善 

有識者、地元等と協議・相

談、理解を得ているか、必

要に応じて見直している

か 

協議体団体間では、外部有識者の

アドバイスを受けながら、事業目

的達成のために、互いの情報共有

を図りながら活動を行っている。 

 

加子母地域については、地域住民と学生の関係性が構築されていたが、馬

瀬地域については、学生との協働スタイルがイメージできていないことも

あり、飛騨市の学園都市構想を推進している（株）Edo のアドバイスを受

けながら、地域の将来像、協議体内のお互いの関わり方について学んだ。 

NPO 馬瀬川プロデュースも住民アンケートを実施し、地域課題の洗い出

し、ニーズの把握を行い、まずは若者たちの活動する姿を見せることを優

先し計画を進めた。馬瀬、加子母両地域においても、コロナ禍の影響によ

り、地域行事の休止など伴い、事業開始前と比較してもコミュニティが希

薄になりつつあり、地域住民の意識調査が必要となっており、早急に対応

していきたい。 

 

⑦組織基盤の強化 事業スタート時点と比較

して、組織体制は強化され

ているか 

連携することにより、実行団体間

では意識も高まり、組織体制は強

化されている。 

過疎地域と都市部の若者（大学生）による創造的な活動を元に、地域内の

生業に刺激を与えながら、新たなビジネスチャンスの獲得を目指している

が、地元の若者らの独自のアクションや地域内の団体の連携強化、活動を

支えていく OB 会の組織化など、本事業が相乗的に作用し、組織運営体制

の強化につながっていると考えられる。 

また、事業開始前は、主に臨時雇用、ボランティアによる運営であったた

め、会計業務を熟知したスタッフの不足が課題であったが、資金分配団体

からサポートにより、適正な事務処理や経営基盤と強化へのサポートによ

り、組織運営に対するスキルが向上した。 

 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

・初年度から、コロナ禍により直接的な現地での活動が制限されたが、地域要望に応える形で学生たちの発案により、遊休化していた旧キャンプ場施設「渡合
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エリア」 

の再活用に向けたアイデアコンペを開催し、地域住民向けの発表会、建築専門家による講評会などを実施し、地域内外から活動に対して理解を得ることができ

た。 

・2 年目も同様に現地での活動は制限されているが、馬瀬や加子母地域に残されている「水車」を大学間で共同制作するプロジェクトが発案され現在進められ

ている。 

・コロナ禍に人流が減少したため売上減少した地域の農家、商工業者を支援するためオンラインショップ「カシモール」を開設し、25 事業者 133 品目の登録が

あり、 

販路の拡大や商品 PR を展開している。 

・コロナが一時的に落ち着いた 7 月に開催された馬瀬地域の「まぜ鮎まつり」には、予想外の観光客が訪れ、視察を兼ねて訪問していた学生たちがイベント運

営の 

ボランティアとして活躍したことにより、住民との理解が深まり、地域の魅力の発信者として効果を発揮した。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・まずは協議体内で遊休農地や空き家問題を把握しようと現地調査や所有者の意向調査を開始したが、その調査結果を無料アプリを用いてＧＩＳマップ化する

ことにより、容易に現状と将来像を可視化するアイデアが発案され現在進行している。 

  

    

 

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  
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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 

今後もコロナ禍による移動制限、合宿時の感染防止のため、大幅に現地での活動規模縮小が予

想されるが、オンラインによるセミナーや分散型、少人数でのリレー方式による現場での課題

解決など、リアルとネットそれぞれ良さを活かしながら事業を推進し、関係人口の構築をす

る。 

 


