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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 ： 山村地域における若者の体験学習と継続的な交流の場の創出 

● 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 ： 一般社団法人 aichikara 

● 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.様々な地域資源を活用した若者

向けのプログラムを作成、実施す

る。 

①プログラム実施回数 

②参加者数 

①年 5 回以上 

②年間延べ 50 名程度 

 

①5 回実施 

②14 名 

＜内訳＞ 

 7/17～18 4 名 

 7/24～25 4 名 

 8/6～8   2 名 

 8/9～10  2 名 

8/13～15  2 名 

 

２ 

2.地域の具体的なニーズに基づき

地域の機能維持に資するプログラ

ムに若者の継続的・積極的な参加

を募る。 

①複数回参加者数、参加回

数、②複数年度参加者数 

①12 名以上、年 3 回以上 

②6 名以上（2022 年度のみ） 

 

①1 名、2 回 

３ 

3.地域の子ども達が参加し、地域

との関わりを深めるプログラムを

継続的に実施する。 

①プログラム実施回数、②

参加者数、③地域の学童等

との連携の有無 

①年 5 日以上 

②年間延べ 30 名程度 

③あり 

①0 回 

②0 人 

③学童保育と連携可能 

３ 
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4.プログラムへの地域住民の参

加、協力を得る。 

② プログラムに協力し参

加する地域住民数 

15 名以上 ②15 名（加子母 10 名、馬瀬 5 名）程度 

 ※連携団体除く 

２ 

＊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 

事前の健康チェック・簡易検査の実施、活動中の検温・手指消毒や換気等、使い捨てマスク常備、状況に応じた企画内容の変更 

 

 

 

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 

 無し 

  

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 

  学生向け企画募集チラシ（vol.1～3） 

 

 3.報告書等 

  2020 年度年次報告書 
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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  aichikara 事務局長 

 

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.若者が地域機能の維持に資する活

動や子どもの地域での活動の一部の

担い手となり、その中で貢献や成長の

実感を得ている。 

①新規プログラムにより貢

献や成長の実感を得ている

若者参加者の割合 

② 貢献や成長の実感の内

容 

①若者の 7 割以上 

②社会に参加する態度や

技能の向上 

①事後アンケートでは、参加学生の 9 割以上が今後につながる学び

を得たと回答 

②「自分の地元の地域貢献に意欲が湧いた」、「食品ロスを減らせる

よう消費行動を見直したい」、「林業や農業に触れて気づけたことを

人にも伝えたい」等 

※ただし「地域での活動の一部の担い手」となるような継続的な関

わりには至っていない。 

 

2.若者の継続的な地域貢献により、地

域の諸機能が有効に活用され維持さ

れている。 

①地域で役割を担う若者の

数・役割の内容、 

②若者による地域貢献の内

容 

③地元住民の評価 

①3 人以上が地域で具体

的な役割を持つ 

②初期状態に加え、遊休

農地の活用、川・水路等の

清掃活動への参加 

③受け入れた地元住民の

満足度 80％以上 

①0 人 

②単発式であるが、合計 7 名の学生が馬瀬で課題となっている草刈

りに参加。同様に、加子母では 4 名の学生が夏から秋にかけて収穫

時期となるトマトの収穫作業に参加。 

③活動のリピーター獲得など継続的な関わりに至らない現状では、

説明や指導などが必要となるため、現状では実質的な負担軽減には

つながらないという反応をそれぞれの受入れ先から得ている。 
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ただし、そのうえで「張り合いになる」などの理由から今後も協力

したいと言っていただいている。 

 

3.地域の子ども向けプログラムが整

備され、子ども達が地域と多様な接点

を持つことができている。 

①アウトカムを評価する保

護者の割合 

②子ども自身の地域で新た

な発見、体験、出会いを楽し

むことができた実感 

①参加した子どもの保護

者 7 割以上 

②参加した子ども 7 割以

上 

①実績無し 

②実績無し 

地域のお寺や学童保育等に訪問してプログラムを検討したが、コロ

ナ禍の影響により実施には至らなかった。コロナ収束を見据えて、

引き続き地域の方々と相談していく。 

4.地域外の若者の関わるプログラム

に参加する地域住民が増え、交流の機

会が増え、地域の受入れ環境がより整

備される。 

①地域住民のプログラムを

通じた受入れ体制や意欲 

②参加した若者の再訪しや

すい環境 

①プログラムが地域に受

け入れられ定着する 

②参加者のうち気軽に再

訪できる関係性を持つ若

者 10 名以上加 

①事後訪問等により、これまで協力いただいた方々からは今後につ

いても協力的な反応をいただけている。ただし、個人単位での協力

に留まり、生産組合や観光協会という組織単位での協力体制には至

っていない。ほか、滞在しながら地域の方々との関わりを広げるこ

とで、新たな賛同の声やアイデアを少しずつ得られている。 

②コロナ禍の影響により、気軽に再訪できる環境をつくれていな

い。 

 

 

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 

最終的に達成したいアウトカムは

達成されたか 

 

当初のアウトカムの数値の実現は困難を

伴うが、実現に向けた取り組みを新たに

構想することができた。 

昨年度から地域に滞在し、地域の方々と様々な接点を得ており、企画立案

のためのアイデアや情報提供をいただくなど、事業に取り組むうえでの地域

からの理解や具体的な協力を徐々に得ることができている。その結果、７～

８月には加子母、馬瀬の両地域で特色を生かした学生向けの滞在型のプログ

ラムを実施することができた。当初想定していた形に近いものであり、地域

側にも事業のイメージを見える形で提示できた。 

ただし、コロナ禍の影響を受け、動員数としては低く留まるとともに、滞

在中も地域住民との交流には制限を設けざるを得ず、都市部の学生が地域と
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継続的に関われるような機会の提示もできていない。また、地域の子どもと

地域外から訪れた学生の接点をつくるなど、地域の子どもを対象に含めた活

動も実施に至っていない。 

 

 

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 

今年度から本格的にプログラムを実施していく予定であったが、引き続

き新型コロナウイルスの感染状況による影響を注視しながらの事業運営と

なり、様々な属性の人が集い直に交流する場をつくることが困難な状況が

続いている影響から、現段階で進捗の程度は十分とはいえない。 

今後も 11~12 月ごろに感染再拡大のおそれがあるなど地域での活動環境

が整うかは不透明であり、連続的な企画実施が難しい状況が続く場合は、プ

ログラム参加者が再訪して関係を深めていけるような環境を用意すること

は困難と思われる。 

当面は引き続き単発的にでも地域と学生の接点をつくっていくことに取

り組みながら、並行して加子母木匠塾など既に地域と継続的に関わること

が決まっている若者と連携し、相互の取組みを補い合う形で地域にもたら

せる成果を大きくできないか検討したい。また、学生を受け入れることに対

して地域の心理的な抵抗感が拭えない場合は、活動に対するイメージ悪化

につながりかねないことから、逆に感染対策を講じた上で一部の地域住民

が学生の方へ出向くという方法で成果につなげられることがないか等、こ

の１年半の間に得た地域での経験や関係性を新たな資源としつつ、その都

度状況に応じた柔軟な発想で目標値達成を目指したい。 
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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 

④事業計画の妥当性 活動は地域に受け入れら

れるものとなっているか 

個人単位では好意的な反応をい

ただけている。地域全体では、感

染リスクに対して様々な立場の

人がおり、平時とは異なり賛否

様々な反応がある。 

 

これまで協力いただいた方々からは今後も協力したいと回答を得て

おり、アイデアや情報も提供していただいている。実施した企画に参加

していただいた方々からも良い評価を得ている。 

一方、平時であれば活動は地域に受け入れられやすい事業内容だっ

たが、コロナの影響により外部からの人流に警戒心が増しており、時期

を見た単発的な企画やオンライン企画の実施に留まらざるを得ない。 

特に組織的に地域ブランド産品の生産活動を実施しているトマト生

産組合などでは厳しい感染予防対策が講じられており、当面受入れに

消極的な状況が続くと見られる。 

オンライン企画については、双方のニーズを十分に発掘できていな

いため、アウトカム達成に向けた有効な企画内容や位置づけを引き続

き検討していきたい。 

⑤実施状況の適切性 活動は事業計画どおりに

実施されているか 

コロナの影響により計画通りと

はいえないが、企画は一定数実

施できた。受入人数や再訪でき

る環境整備という部分では不十

分である。内容面でも、広く住民

や子どもを巻き込むことができ

ていないなど制限している。 

コロナの影響により、企画の実施はじめ地域での活動が制約を受け

ており、実施直前での変更・中止など、地域・学生双方の意欲や関わり

を持続的に活かしきれていない部分がある。実施にこぎつけた場合に

も交流を抑制せざるを得ず、活動を通じた地域と若者との関係づくり

が難化している。また、地域の子どもを巻き込んだ活動も実施できてい

ない。今後もコロナ禍が続く限り、手法や対象者、規模などの条件を都

度慎重に検討することが必要になると見込まれる。 

⑤実施状況の適切性 オンラインでのイベント

開催や情報発信など、物

理的距離による制約を補

う取組みを行えているか 

Zoom や「カシモール」を活用し

て活動を補えている。 

参加申込者への情報提供として加子母のＥＣサイト「カシモール」を

活用できた。 

また、参加者向けの事前説明会や、活動が実施困難となった場合の代

替プログラム提供をオンラインで行うことができた。 

補完的な活用の域は出ていないが、次のオンライン企画実施の見込

みもあり、実地での活動計画と組み合わせて引き続き取り組みたい。 

⑥知見の共有、活動の

改善 

事業を通して新たなアイ

デアが生まれたか 

大小様々なアイデアが生まれて

いる。 

地域の方々と継続的に関わらせていただくことで、馬瀬の「水辺の

館」での活動や馬瀬川プロデュースによる植物観察会、代替案としての

オンラインプログラムなど、新たな企画内容のアイデアを得ている。 
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これらのアイデアや経験は、連携団体はじめ地域とも広く共有し、今

後にも生かしていきたい。 

⑦組織基盤の強化 事業実施前と比較して組

織体制は強化されている

か 

内部協力者を 1 名得ることがで

き、強化されている。 

動画制作の研修を受けたスタッフが１名おり、これまでの学生向け

募集チラシ（vol.1~3）を作成してくれたほか、今後も積極的な参加を

表明してくれている。 

組織内部の体制強化には限度があるため、地域で活動する大学生や

当事業に関心を持つ住民ともさらなる連携を図り、取組みの基盤とし

ていきたい。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

コーディネーター団体のＮＰＯ法人かしもむらから、加子母に移住・就農した小木曽さんや馬瀬在住の木匠塾ＯＢである小川さんを紹介していただけたことと、

連携団体のＮＰＯ法人馬瀬川プロデュースにより、草刈り活動の指導や備品、滞在場所の確保をしていただけたことが大きな要因として挙げられる。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

滞在中の学生の反応から、コロナ禍の行動制限により類似の体験が乏しいことが、高い満足度につながる一つの要素になっていると考えられる。 

 

    

 

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 

デルタ株の蔓延によりワクチン接種が進む今も、引き続き地域での感染拡大への警戒を緩

められない状況となっている。こうした状況が続く場合、若者が地域に継続的に関わり、具体

的な役割を得ていくことは難しい。計画は、大きなニーズにはマッチしているがその時々の状

況に応じた手法を取ることが求められる。こうした困難な状況下だからこそ、地域側から若者

への働きかけを止めず、接点をつくっていくことで、状況が改善した時に若者に訪れてもらえ

る地域となるだろう。 

地域の子どもを対象とした活動については、引き続き職員が地域に常駐し、地域内のグルー

プや具体的な活動と連携するなどして、小規模な取組みから始めるなど可能性を検討してい

きたい。 

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） 
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