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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 ： 人形たちとつくるコミュニティスポット 

● 資金分配団体 ： 公益財団法人長野県みらい基金 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人いいだ人形劇センター 

● 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

＊ 

 

1-1．子ども・若者とその家族が

容易に訪れることができる居

場所が生まれる。 

子ども・若者とその家族の

居場所設置数（実数把握） 

1 か所／飯田

市 

2020 年 

10 月 

 

毎週火曜、第１・３木曜、第２・４

土曜に開設 2 

2-1. 短期人形劇ワークショッ

プを通して、子ども・若者がど

うやって作ることができるか

を体験する場となる。 

①ワークショップ開催回数

（実数把握） 

②ワークショップ参加人数

（実数把握） 

①6 回／年 

②5 人／回 

2023 年 

3 月 

①は年 5 回実施（6 回計画したが、

1 回中止）。 

②7 人／回 

（5 回計 35 人） 

2 

2-2.  定期的に専門家を配置

し、子ども・若者が失敗を繰り

返しても、いつでもやり直せる

環境となる。 

①開所日数（実数把握） 

②専門家の配置日数（実数

把握） 

①80 日／年 

②30 日／年 

2023 年 

3 月 

①78 日／年 

②78 日／年 
2 
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3-1. 高齢者や地域住民が人形

劇活動の場に参加し、居場所を

支える存在となる。 

①高齢者等の参加日数（実

数把握） 

②高齢者等の参加者数（実

数把握） 

①80 日／年 

②延べ 200 人

／年 

2023 年 

3 月 

①69 日／年 

②延べ 121 人／年 

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 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

変更なし ☐短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 

5. 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 

・地域の中でのコロナウイルスに対する空気感を見定め、安心して参加できる環境であるかどうかを検討して進めた。 

・イベント開催時に居場所の換気を十分にし、安心して楽しく過ごせるようにした。ワークショップの際は、一定の間隔を取った座席を設

置した。 

・写真撮影に際して、参加者の了承を得て、その時のみマスクを外して撮ることでいい思い出の写真となった。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  南信州新聞 2020 年 8 月 12 日、2020 年 9 月 22 日、2021 年 1 月 1 日 信濃毎日新聞 2020 年 9 月 28 日 

2.広報制作物等 

  季刊情報誌 Dogushi Vo.30～34 掲載 

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 

外部 事例検証 

評価全般のアドバイス 

 飯田女子短期大学准教授 

外部 評価全般のアドバイス  飯田文化会館館長 

内部 直接観察分析 

関係者のヒアリング調査 

 人形劇団なむなむ主宰 

内部 評価指標、データ分析  いいだ人形劇センター理事長 

内部 インタビューの実施、報告書作成  いいだ人形劇センター事務局長 

 

 

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  

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 

1. 居場所において、困難を抱えた

子ども・若者が人形劇活動を通し

て、多様な価値観と出会える。 

①初期値からの向上 

②来所者数平均 5 人／回 

2023 年 3 月 

 

居場所を 2020 年 9 月に開所した。平日の利用はあまりな

く、イベント開催時は親子参加が多い。動画制作ワークショ

ップを通じて、土曜に毎回 1 人来るようになり、彼の心地よ
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指標 

①居場所来所者の行動変化の調

査（アンケート調査） 

②居場所来所者数（実数把握） 

い居場所になっている。コミュニケーションの範囲も、固定

したスタッフから複数のスタッフに広がっている。保護者

からは、「休日に家で過ごすことに少し罪悪感があるが、居

場所によって助かっている。またこどもの動画制作と様々

な種類の信号機への興味が高く、家庭で対応しきれないと

ころを居場所によって更なる興味へとつながっている」と

いう。 

子どもが安心して楽しく過ごせる場所になっている。 

イベントは目的が具体化しているため参加しやすい一方、

通常の居場所では、来所者が明確な目的を持てず、利用しに

くい。子どもの移動手段が徒歩または自家用車のため、保護

者の送り迎えがないと来られないという地域の事情もあ

る。下半期に向けて、居場所利用者を増やすために、アウト

リーチ活動に取り組む。来てもらうために、まずは出向いて

どんなことができるのかを体験してもらう。学習支援の要

素も加え、立ち寄りやすい環境をつくる。イベントも定期的

に開催して、さまざまな角度から活動を展開する。 

2. 人形劇活動支援を提供し、困

難を抱えた子ども・若者が様々

なやり方を学んでいつでも人形

劇活動ができる状態になる。 

指標 

①参加者への新たな発見につい

ての調査（アンケート調査） 

①初期値からの向上 

②ワークショップ参加者

数 5 人／回 

2023 年 3 月 

 

人形劇とともに動画制作ができる状態になっている。来所

者が少ないこともあり、ひとりひとりに適切な対応ができ

ている。 

来所者の中に、撮りためていた写真から動画をつくれるよ

うになった。継続して通うことで、動画制作ソフトを自在に

使用できるようになってきた。 

毎回、新たな動画を制作し、見てもらうことによって自信に
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②ワークショップ参加者数（実

数把握） 

つながっている。学校内でのプログラミングなどのタブレ

ットを使用する授業でも、分からない友達に教えていると

いう。 

次回、同様の動画制作ワークショップを実施する時に、アシ

スタントとして参加するように促し、他者との交流のきっ

かけをつくる。 

支援を必要としている若者に対して、まだアプローチが足

りていないので、参加しやすいワークショップの実施回数

を増やす。 

飯田市内の関係各所には少しずつ認知され、相談者の利用

施設の候補に挙げられている。 

3. 高齢者や地域住民の活躍の場

を創出し、高齢者たちが困難を

抱える子ども・若者への「担い

手」となる。 

指標 

①来所した高齢者や地域住民の

意識調査（アンケート調査） 

②高齢者や地域住民の来所者数

（実数把握） 

①初期値からの向上 

②高齢者等の来所者数 5 人

／回 

2023 年 3 月 

 

高齢者が活躍できる場を提供し、「担い手」になりつつある。

コロナ禍であるため、一般公募をせず、横のつながりを利用

して増やしている。 

困難を抱えた子ども・若者を支援する活動や居場所に賛同

する人が少しずつ増えている。担い手になる基盤をつくっ

ている。 

地域限定のミニイベントを開催し、近所の方々に広く周知

できた。今後も高齢者や地域住民が参加しやすい定期的な

イベント等を開催する。 
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①  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

子ども・若者は居場所に来る前と比べ

て、どのくらい新しいことに挑戦でき

たか 

人形をつくる、写真から動画をつくる、

動画編集ソフトの選択、編集の仕方 

居場所での人形劇活動全般が新しいことへの挑戦とな

っている。 

居場所での人形劇活動によって、子ど

も・若者はどんな心の変化があったか 

新しいことにチャレンジできるという意

欲が持てる 

自分のアイディアが形になる楽しさ、家族や友達と一

緒につくる楽しさを経験できた。 

人形劇の上演に向けてどのくらい練

習したか 

人形劇の上演活動はまだしていない。 なし 

観客の前で人形劇を上演して、どんな

気持ちになったか 

実施前。 なし 

高齢者や地域住民は何人の子ども・若

者と関係を築けたか 

数人 月 2 回の土曜に来ることによって、コミュニケーショ

ンの量が増えている。関わるスタッフのメンバーや人

数も少しずつ変えていきながら、心地よい場所ができ

てきている。 

高齢者や地域住民はどのくらい子ど

も・若者を理解できているか 

現状の子どもたちの置かれている環境に

ついて理解が深まった。 

始めた当初と比べ、イベント等で接したり、毎月のミー

ティングで振り返りをすることで子ども・若者に関す

る問題や情報を共有している。 
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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 

居場所が安定して運営でき、子ども・若者をはじめ、

高齢者などの人数が増え、多様な人たちが関わるよう

になった。人形劇を広く捉えることによって、子ども・

若者の関心の範囲が拡がった。通い始めた子どもにと

って心地よい居場所となり、今後もひとりずつ増えて

いくことが期待できる。人形劇を通してやりたいこと

ができる環境が整っている。高齢者や地域住民の関わ

りも、コロナ禍で積極的には動きにくいが、可能な範

囲で安全に接することができる方の協力がある。 

以上のことから、短期アウトカムの目標値がおおむね

達成できる見込みがあると考える。 

 

B）事業の改善状況の評価 

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 

子ども・若者が居場所に来

ているか 

来ている 通常の開所日は土曜に定期的に来ている。イベント開催時には定員

の 7 割程度の参加がある。平日の開所日に来る子ども・若者はほと

んどいない。目的があれば来ることがあり、具体的に何ができるか

を示すように変更する。 



8 

 

実施状況の 

適切性 

居場所は計画どおりに開

所されているか 

計画通り いつでも人形劇に取り組めるように、経験豊かなスタッフが常駐す

る体制を取っている。 

実施状況の 

適切性 

ワークショップが計画通

りに実施されているか 

実施している 年 6 回を計画したが、コロナの影響もあって 1 回は中止した。2020

年度は自粛ムードのなかで実施することが難しかった。2 年目は対

策方法が確立し、地域全体の雰囲気も変わってきているため、警戒

レベル５以上にならなければ、実施することが可能になった。 

実施状況の 

適切性 

ワークショップ参加者は

何を体験できたか 

人形劇づくり、動画制

作 

同じ材料を使っても、子どもたちの興味関心によって、それぞれ個

性的な人形ができた。動画制作も、同じソフトや機能を使っても、

その組合せによって、オリジナリティあふれる作品に仕上がった。 

実施状況の 

適切性 

子ども・若者がどのくらい

専門家のアドバイスを受

けたか 

来所者全員 来所者が少ないため、来所者全員に対して、必要に応じて適切なア

ドバイスができている 

実施状況の 

適切性 

子ども・若者はどんなこと

に興味をもって活動して

いるか 

人形劇鑑賞、人形づく

り、動画制作 

コロナ禍において、地域のイベントがほとんどなくなってしまった

ため、小さなイベントやワークショップへの関心が高かった。 

自分で作る創作活動に興味があり、作るだけではなく見てもらえる

環境も重要である。 

実施状況の 

適切性 

高齢者や地域住民はどの

くらいの回数、参加してい

るか 

年間 78 回のうち、70

回 

毎回、参加できるようにシフトを作成している。 

実施状況の 

適切性 

高齢者や地域住民はどの

ように子ども・若者と接し

ているか 

子ども・若者の関心に

合わせている 

子ども・若者の関心に合わせて、寄り添うように接している。スト

レスがかからない環境に気を配っている。 
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実施状況の 

適切性 

オンラインによる人形劇

ワークショップに参加し

たいというニーズはどの

程度あるか 

オンラインのニーズ

はなかった 

ワークショップの内容にもよるが、動画制作でもオンライン参加す

る希望者はおらず、子どもたちは実際に参加することが重要だと推

察する。 

実施状況の 

適切性 

対面式とオンラインによ

る参加にどのような違い

があるか 

実績なし 考察対象なし 

実施状況の 

適切性 

直接参加できない子ども・

若者に対して効果がある

か 

現状では効果がない 直接参加できない子どもに対するアプローチは再検討が必要であ

る。 

実施状況の 

適切性 

通常の居場所の活動とイ

ベント活動を並行して進

めることによって、参加す

る子ども・若者に変化があ

るか 

参加に変化があった 通常の居場所では、目的が不明瞭となり参加しにくい一方、イベン

トの場合、関心のあるプログラムであれば参加しやすくなる。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

子ども・若者が参加する頻

度は多くなっているか 

多くなっている 人数は少ないが、継続して利用しているこどもがいる。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

子ども・若者同士の横のつ

ながりができてきたか 

できていない 複数人がくることがほとんどなく、数回あった時も、打ち解けるに

は少し時間が必要である。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

ワークショップを通じて

やってみたいことが増え

たか 

増えた 信号機に高い関心がある子どもは写真を撮って並べることしかでき

なかったが、動画制作ワークショップに参加したことによって、好

きな写真を並べて紹介できるようになった。さらに、音楽の要素も
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加わり、作品のレベルが上がっている。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

ワークショップを通じて

新しいアイディアが生ま

れたか 

生まれた 当初、想定していた困難を抱えた子ども・若者という概念を見直す

きっかけとなった。コロナ禍が長引き、現在はすべての子ども・若

者が何かしらの困難を抱えていると実感した。今だからこそ、居場

所の重要性を再認識できた。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

専門家からどのくらいア

ドバイスを受けられたか 

来所者全員 各個人のレベルに合わせたアドバイスを受けた。例えば、中学生が

自己流で制作した動画について、何を見てほしいか(伝えたいか)と

いう表現の基本について確認し、それをもとに編集作業をした。小

学生の場合は、動画編集を初めてする参加者が多かったため、基本

的な作業手順を説明した。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

専門家のアドバイスから

どんな新しいことができ

るようになったか 

写真から動画をつく

れるようになった 

動画制作をして、ユーチューバーになりたいとぼんやりとしたイメ

ージが具体的になった。学校のなかで決まったことをするのは苦手

な子が、独創的な発想で動画をつくった。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

何人の高齢者や地域住民

が参加できているか 

4 人 主にスタッフとして参加していることが多いが、今年のいいだ人形

劇フェスタの前には、居場所内で上演の稽古に利用された。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

高齢者や地域住民はどん

な役割を担っているか 

子どもたちを見守り、

安心した雰囲気づく

り 

高齢者の持つ包容力が居場所全体の安心した雰囲気をつくってい

る。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

オンラインでの参加と対

面式での参加のいずれも

がスムーズにできている

か 

オンライン参加の実

績なし 

居場所運営が安定せず、関係性も築けていない中で、オンライン形

式はまだ必要性がない。 
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実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

オンラインでの参加が直

接来所することを妨げて

いないか 

実績なし オンラインの活動は時期尚早である。参加者と関係性を築くことが

重要である。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

開所日とイベント開催が

異なる時間帯と曜日によ

って、来所者に傾向の違い

があるか 

ある イベント開催時は親子で参加する。開所日は保護者が仕事をしてい

るため、ひとりで来ることができる若者に限られる。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

参加者はどのようなワー

クショップに興味を示し

ているか 

人形づくり 

動画制作 

親子での人形づくりは、コロナ禍においてとても有意義な内容だっ

た。気軽に安心して参加できるイベントがかなり減少したこともあ

り、予想以上に参加者は楽しんでいた。 

動画制作は中学生になると、より具体的な目的をもって参加してい

た。やり方を説明すると、集中して取り組む姿が見られた。 

組織基盤強化・

環境整備 

どのくらいの団体が居場

所に協力できているか 

10 団体 飯田下伊那地域では南信州こどもプラットフォームに参加し、ほっ

こりを周知している。人形や材料の寄贈、駐車場の提供などもあり、

居場所の環境が改善されている。今年度下期は上伊那・諏訪地域の

居場所施設との交流も進めている。 

組織基盤強化・

環境整備 

居場所はどのくらい周知

されているか 

近隣の居場所施設を

中心に地域住民が周

知している 

新聞掲載、季刊情報誌 Dogushi への掲載（4 回）と市内の回覧およ

び文化施設等への設置、イベントチラシ作成と学校への配布を 2 回。

動画制作は人形劇公演ではなかった中学生からの参加があった。 

組織基盤強化・

環境整備 

ワークショップの参加者

が各回定員に達している

か 

定員の 8 割程度が参加 6 回予定のうち、5 回開催した。親子向けの人形づくりは 8 割以上の

参加があった。動画制作については 6 割の参加だった。定員の人数

に差があるため、全体では 8 割となる。 
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組織基盤強化・

環境整備 

ワークショップにおいて、

講師以外のサポートスタ

ッフが育っているか 

募集そのものを実施

していない 

コロナ禍のため、サポートスタッフ活動を積極的に声かけしていな

い。 

組織基盤強化・

環境整備 

専門家は何人の子ども・若

者と関係を築けているか 

1 人 動画制作ワークショップをきっかけに、月 2 回開所する土曜日に来

ている。 

組織基盤強化・

環境整備 

子ども・若者と専門家との

関係性はどのくらい築か

れているか 

安心して接すること

ができる関係性 

安心できる、自分の心地よい場所と認識しているため、子どもが能

動的に行動できている。 

組織基盤強化・

環境整備 

何人の高齢者や地域住民

が定期的に参加している

か 

4 人 コロナ感染拡大予防のため、横のつながりによって高齢者が参加し

ている。 

組織基盤強化・

環境整備 

高齢者や地域住民同士の

関係が築かれているか 

築けていない コロナ感染拡大予防のため、地域住民や高齢者に対する積極的なア

プローチをやめている。 

組織基盤強化・

環境整備 

通常の活動でもオンライ

ンで参加したいと思う子

ども・若者はいるか 

いない オンラインで参加するためにはお互いの信頼関係が必要であるた

め、現在は通常の活動を重視する。 

組織基盤強化・

環境整備 

オンラインでの参加でも

来所しているような気分

になれているか 

実績なし なし 

組織基盤強化・

環境整備 

イベント開催ごとにボラ

ンティアに参加する人が

一定数いるか 

いない ボランティア参加はあったが、コロナ禍のため、必要最小限のスタ

ッフで実施している。 
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組織基盤強化・

環境整備 

地域住民に居場所がどの

くらい認知されているか 

まだ認知度は低い 今年 7 月に居場所の地域向けのイベントを開催した。実際にどんな

ところなのか知る機会となった。現在、通常の開所日よりもイベン

トのほうが来やすい傾向にある。 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

人形劇をより広く捉えて動画制作ワークショップを開催したことが、多様性のなかで安心して暮らせる地域社会になるというアウトカム

にもつながったと認識している。その理由として、動画に興味のある小学生や人形劇のワークショップではほとんど来ない中学生の参加があ

った。これまでとは明らかに異なる参加者層にアプローチができた。人形劇というと、小学校中学年より上の年代には馴染みが薄く、要素の

幅を広げることによって彼らに関心のある内容を提供できた。そのなかで定期的に通う小学 3 年生が現れた。通い始めの時に、学校の友達を

誘う積極的な行動もあった。家庭の事情もあり実現しなかったが、今までと異なる行動を引き出せた。普段の生活では出会えない世代の人と

のコミュニケーションや情報の取得が継続する要因となっている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

コロナウイルス感染拡大とともに始まった本事業において、当初想定していた困難を抱えている子どもの定義を見直した。コロナ禍はすべ

ての子どもとその家族が困難を抱えることになったからだ。子どもたちはどこに行くにもマスクをつけ、楽しみにしている学校行事や地域の

イベントは中止や延期となり、自由に遊ぶこともできずにいる。自粛生活が継続する中で、家庭内においても関係にほころびが生じ、安全・

安心できる家庭外の施設や環境が求められるようになった。 

ほっこりは通常の居場所とイベント開催を通じて、こうした家庭に安心して楽しめる機会を提供した。例えば、マイナスの情報に溢れる日

常のなかで、家にいることが多くなった親子の関係がぎくしゃくしていたところ、一緒に人形づくりをすることを通じて楽しい時間を過ごせ

たという声があった。年齢に関係なくアイディアを出し合ってつくることが、親子関係を取り戻すきっかけとなった。 

参加した子どもたちは一見すると問題のないように見えても、実は多動傾向にあったり、集団行動が苦手であったりすることがある。もし

かすると学校のなかでは少し窮屈な生活をしているのかもしれないが、そうした特徴は芸術活動にはプラスに働くことが多い。ワークショッ

プに参加した子どもたちの独創性あふれた作品は、想像以上にすばらしかった。今年のパラリンピックで障がい者のスポーツが注目された

が、芸術の分野も同様に広めていける可能性を持っている。 
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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 

 

 

 

事業の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 

中間評価を実施したことにより、アウトカムを実現するために、現在の活動を見

直すことが明らかとなった。コロナ禍において、新たなメンバー同士での人形劇

の作品づくりは極めて難しい。既存の劇団でも思うような練習ができていないの

が現状であり、アマチュアの場合は常にコロナ感染に対する恐れが存在する。 

そこで、コロナに影響を受けない、個々においてやりたいことの質や量をあげる

ことを主眼に置いて取り組むこととする。例えば、人形劇活動をいくつかの要素

に分け、そのなかに動画制作などを入れる。個々の活動の中で取り組んでいる様

子をスタッフが状況を認識し、一緒に創作ができそうな場合に声掛けをし、ひと

つの作品に対して一定の距離を保ちながら複数の人が参加できる新たなコミュニ

ケーションをつくっていく。 

コロナ禍は障がいをもった子どもがさらに厳しい環境に置かれている。人形の持

つ特性を活かし、そうした子どもへのアウトリーチ活動が多様性の中で安心して
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添付資料 

 

3.活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

      

 

 

暮らせる社会へとつながる。 
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親子で人形づくりをしている様子                つくった人形で遊んでいる様子 

      

 

 

 

動画制作ワークショップの様子             ほっこりミニライブ－人形劇に合わせて生演奏を見ている様子 


