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  2019 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年 10 月 29 日 

● 事 業 名 ：地域支援と地域資源連携事業 

● 資金分配団体 ：公益財団法人 長野県みらい基金 

● 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 

【資金支援】 

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. こども若者及びそ

の家族が容易に訪れる

ことができる居場所が

生まれる。 

こども若者・その家庭

の居場所設置数（実数

把握） 

1 か所/地域 2020 年 4 月 

小海町１カ所 

茅野市１カ所 

伊那市 2 カ所、連携６団体 

飯田市１カ所 

安曇野市 3 カ所 

千曲市１カ所 

２ 

1-2. 居場所において、地

域で必要とされるサー

ビスを提供できる。 

①食事支援提供日数 

②学習支援提供日数

（実数把握） 

③相談カウンセリン

グ日数 

①6 日/週 

②6 日/週 
2020 年 4 月 

伊那市・子ども食堂 21 団体。2020 年度のお弁当配布数は

619 となった。 

安曇野市：カウンセリング数週６回以上 

千曲市：学習支援 2020 年度 245 名、2021 年度４～８月

259 名 
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2-1. 重層的な困難を抱 ①アクセスした対象  2023 年 3 月 茅野市：6 名にアクセスした結果、全員から相談があり、 2 
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えている対象者にアク

セスし、何らかのサービ

スを提供できる。 

者数（実数把握） 

②サービスを提供し

た対象者数及びアク

ション者数 

相談者全員の就労訓練につながった。 

安曇野市：対象者へのアクセスが事業開始から 150 名と

なり事業開始前の 80 名を大きく上回った。 

3-1. 地域の産業等と連

携し、雇用機会・新たな

地域の担い手を創出し、

事業の継続力をつける。 

①連携した企業数（実

数把握） 

②体験就労者数（不定

期）（実数把握） 

1 社/地域 
2020 年 10

月 

茅野市 2 社と連携ができ就労体験の内諾を得たが、コロ

ナの影響で、企業側が就労体験に慎重になり、未実施。直

近に実施予定。 

安曇野市 2 社 

2 

4-1. 地域の高齢者が地

域産業・文化を活用し

て、居場所を支える存在

となる。 

①居場所において行

うことができる作業

プ ロ セ ス の 創 出  

②高齢者参加者数（実

数把握） 

①希望者が

全員作業に

あたること

ができる作

業工程数 

②５人 

2020 年 10

月 

伊那市：高齢者がボランティアに来てくださり、居場所の

支となっている。 

飯田市：人形劇活動の場に年 69 日、延べ 121 人の参加が

あり居場所の支えとなっている。 

安曇野市：地域の高齢者が農業の指導を主体的にしてくだ

さり、居場所の支えとなっている。 

2 

【非資金的支援】 

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

＊ 

 

5-1. 各地域で現地支援

チーム（地域協力体制）

を構築する。 

①対象分野の専門家

招聘 

② 事業運営におけ

る経営力向上 

➀  研

修 会 回

数 

 1 回 /

年 

②  観

①・② 

2023 年３月 

小海町：医師・教育委員会・福祉関係者などによる定例会

で、地域の協力体制が構築されている。 

伊那市：まちづくり団体との連携 

長野市：行政と連携した結果、県の呼びかけで県内のフー

ドバンク活動団体連絡調整会議が開催され、市町村社協

も含めて 10 団体とつながることができた。また、県社協

2 
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察 との連携で社協の食品管理システムとの協働によるシス

テム開発が進行中。 

6-1. スキルあるボラン

タリースタッフを育成

する。 

対象分野の専門家招

聘 

研修会回数 

 1 回 /

年 

2023 年３月 

安曇野市：30 名を対象に引きこもり者へのアウトリーチ

能力を身に付け高めるための講習会を 3 回実施 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 

  1.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 ☐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 

徹底した感染予防策を講じた。 

警戒レベルに応じて在宅勤務を実施した。 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

◇小海町：町広報紙、しなの毎日新聞、フェイスブック 

◇茅野市：信濃毎日新聞、長野日報、しいたけ栽培本格化に向けて地元金融機関のクラウドファンディング構築 Web（SNS 等）での告知 

◇伊那市：上伊那地域の新聞→研修会講師の紹介記事など、ホームページでの告知 

◇飯田市：南信州新聞、信濃毎日新聞、フェイスブックでの告知 

◇安曇野市：市民タイムス、ホームページ・フェイスブックでの告知 

◇千曲市：自治研究組織機関誌、地方紙、フリーペーパー毎月掲載、千曲市地域の新聞、ホームページ作成 
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◇長野市：ホームページ、フェイスブック毎週金曜日 

 

2.広報制作物等 

◇小海町：キックオフイベントチラシ配布 1,000 部  

◇茅野市：チラシ作成配布 5,000 部 

◇伊那市：ホームページ作成 チラシ作成 1,000 部、内部の通信紙 

◇飯田市：居場所チラシ 1,000 部、季刊情報誌、 

◇安曇野市：ホームページ作成、製造販売する発酵食品のパッケージ 4,000 枚 

◇千曲市：チラシ作成配布 1,000 部、休眠預金事業紹介パンフレット 500 部作製、賛助企業を募集するパンフレット 500 部作製予定 

◇長野市：教室のチラシ配布 1,000 部 

 

3.報告書等 
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2019 年度事業 中間評価報告書（資金分配団体） 

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 全体評価統括  理事長 

内部 全体評価 

団体評価 

 松本事務所長 

チープ PO 

事務局長 

外部 評価アドバイス 

プログラム・ディレクター  

 日本ファンドレイジング協会  社会イン

パクトセンター 

 

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 

【資金支援】 

指標 目標値 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、安定した食事

提供、学習支援提供を行うことに

より、日常生活を送る上での重層

的な困難を軽減する。 

"初期値からの向上 

（実行団体決定後、3月末

に設定） 

2021 年 4 月 

居場所での食事提供では、コロナ対策としてお弁当配にシフトし、

2020 年度は、21 団体に 619 個配布した。学習支援では、千曲市で

コロナ緊急枠を活用したオンライン学習も進め、2020 年度 245 名、

2021 年度は４～８月までに 259 名に提供することができた。 

居場所においての対象者の多様なニーズ位に対して、の日常生活を

送る上での困難の軽減に寄与し、対象者の表情も明るくなってい
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る。 

みらい基金としては、IT 関係のノウハウを持つ実行団体を、不

得手気味な３団体につなげ、居場所支援、相談支援、学習支援等を

ICT で展開しながら、SNS の広報を強化した。 

2. アウトリーチを「参加」につな

げ、居場所への来所機会を増やす

ことにより、地域からの孤立を感

じない社会になる。 

初期値からの向上 

（実行団体決定後、3月末

に設定） 

2021 年 4 月 

引きこもり者、または引きこもり気味の人へのアウトリーチで

は、シイタケ栽培による農福連携を行う団体で、6 名にアウトリー

チした結果、全員から相談があり、相談者全員の就労訓練につなが

った。 

ICT 活用の学習支援では、対象者の集まる居場所に出向き、直接

対象者へのアプローチを定期的に行っている。 

わさび栽培・加工や玉ねぎ栽培などの農福連携を行う団体では、

カウンセリング数が週６回以上でき、対象者へのアウトリーチ数は

事業開始以降 150 名となり、事業開始前の 80 名を大きく上回っ

た。 

本事業は多様な困難を抱えた子ども若者の居場所構築が核とな

るが、アウトリーチすることで居場所への「参加」につなげ、居場

所への来所機会を増やすことを実現、対象者の孤立感を軽減してき

ている。 

引きこもり者支援では、数値や文書では表現できない成果が多く

あることから、居場所への参加者や職員・ボランティアの方々のエ

ピソードを記録し、表現することをみらい基金として提案した。 

3. 作業工程数を増やし（ワークシ

ェアリング的考え方）、就労機会の

増加を図ることにより、地域から

初期値からの向上 

（実行団体決定後、3月末

に設定） 

2021 年 4 月 

農福連携を行う実行団体へは、多様な作業を体験してもらい、そ

の人に最も合った仕事に就労してもらう工夫をしている。その結

果、対象者の就労の機会が増加し、満足度が上がった。 
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の孤立を感じない社会になる。 また、地元の協力農家との連携により、就労の幅が広がり、利用

者が計画的に無理なく働くことができる体制ができた。 

伴走支援においては、困難を抱えている若者の就労支援におい

て、多様で丁寧なアプローチが重要で、その手法、対象者の観察、

アプローチなど支援者とともに検討してったことで、個別のアウト

リーチ支援の質の向上、量的増加が見られた。その反面、場所、業

種によっては対象者へのアプローチが伸び悩む居場所もあり、そこ

へは、対象者の分析の再度の検討をし、対象者の変更を行っている。 

4. 高齢者の活躍の場を創出し、地

域内で高齢者が「担い手」となる。 

初期値からの向上 

（実行団体決定後、3月末

に設定） 

2021 年 4 月 

コロナ禍において、事業推進が困難な状況を余儀なくされたが、

コロナ緊急助成の活用やコロナ対策支援をソフト・ハードの両面か

ら重点的に行った。 

それにより、居場所の支援、つまり集まるという状況に逃げ腰に

なっていた高齢者が徐々に戻ってきた。 

学習支援を行う団体では、高齢者がボランティアとして、居場所

の担い手となっている。また、地域の伝統文化と引きこもりをつな

げた事業を行う団体では、人形劇活動の場に年 69 日、延べ 121 人

の高齢者参加があり居場所の担い手となっている。また、農福連携

の団体では、地域の高齢者が農業の指導を主体的に行い、居場所の

担い手となっている。 

【非資金的支援】 

指標 目標状態 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  

5. 長野県において、実行団体

に対してインパクト・マネジ

メントを行うことにより、地

居場所を毎日開所するこ

とができるようになる。 

協力者、賛同者の人数 

2020 年 10 月 

日本ファンドレイジング協会との連携による評価研修を行い、実行

７団体でグループトークを行い、事業実施の悩みやお互いの情報交換

を行った。それにより客観的な自事業の評価の視点が生まれ、団体同

士の横のつながりができた。 



8 

 

域内での協力者・賛同者が増

える。 

協力者・賛同者拡大に関しては、実行団体とともに地域での研修会

開催、事業の告知等を行い、行政・社協、企業等との連携も進み、確

実に拡大している。 

それぞれの事業の特定対象者へのアプローチは十分とは言えない、

あるいは異なった側面のアプローチが必要なので、実行団体の横連携

の機会をさらに作っていく。また、地域事業の多様なステークホルダ

ーとつなげていくことで、地域全体の事業へとしていく。 

中間評価に向けて、インパクト（アウトカム）視点で評価し事業の

見直し、再構築、編成を組み立てる。 

6. 長野県において、実行団体

に対して地域産業に関する

専門スキルの支援を行うこ

とにより、地域産業の新たな

担い手を育成する。 

①希望者が全員作業にあ

たることができる作業工

程数 

②長野県最低賃金以上の

金額 

2020 年 10 月 

農福連携を行う団体では、アプローチする対象者を若者としたが、実

際に相談に来る人は、中高年者が多かったことから、若者にこだわらず

幅広い年代にアプローチすることを提案し、実施した。また、専門スキ

ル支援では、農業に詳しい職員が、農業団体の連携を活用しながら、農

地管理や栽培過程ノウハウのアドバイスをした。 

シイタケ栽培における農福連携では、体験就労参加者には少額の謝金

支払いだったが、最低賃金以上を支払ったことでモチベーション向上に

つながり、新たな場へ就労するきっかけとなった。 

 

 

② 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 

①実行団体の事業を通して資金分配団体

が最終的に達成したいアウトカムは達成

されたか 

②もたらされた変化は事業の実施に起因

するものか 

①概ね問題なく達成できる見込み 

 

 

②休眠事業があったからこそ事業の目的

とした変化が生まれた。 

①コロナの影響で事業推進に困難が生じた場面もあった

が、みらい基金の支援と、共に対策を検討したことなど

によりアウトカムは達成の見込み 

②短期アウトカムの進捗状況に記載したとおり、この事

業により、多くのポジティブな変化が得られている。 
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③資金分配団体が対象とする地域や分野

等を超えて、同様の手法による取り組み

が始まる兆候が確認されたか 

④事業実施のためのインプットに対して

成果の規模や質は妥当であったか 

③子ども食堂や学習支援の取り組みが増

えている。 

 

④事業活動から得られている成果の規模

や質に対するインプットは、妥当だった。 

③食事支援や学習支援を行っている団体が、他地域、他分

野活動の団体等と積極的につながるアプローチを伴奏

し、連携した新しい、多面的な取り組みが増えている。 

④事業計画に対してインプットはほぼ妥当。ただ、実行団

体によっては、人材、専門家の不足が見られ、インプッ

トの活用に遅れが見られる事象もあった。 

 

 

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を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 

実行団体それぞれの中間評価において、それぞれ進捗度合

い、事業ごとの凸凹感があるが、概ね短期アウトカムを達成

できる見込みである。 

進捗具合、アウトカム達成の道筋は、それぞれが事業を進

める上で生じた課題は、日々の伴走支援で俎上に上げ、チー

ムで伴走支援の内容を検討し、適切なアドバイスや人材の貼

り付けなどにより克服されてきている。資金分配団体として

の目標値も達成される見込みである。 
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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 

実行 7 団体が、事業計画に

沿って事業が遂行できた

か。 

実行状況は概ね適切。 

コロナ禍であったが、実行団体のチャレンジ精神で、実行状況は概ね適

切である。 

伴走支援として、実行団体に適切な時期に丁寧に提案・アドバイスをし、

多くの効果を出すことができた。主な事項は次のとおり。 

小海町：障がい者支援・暮らしの保健室・ハート工房ポッポの三本が事業の

柱となっているが、これまでばらばらの活動となっていたため定例会等で

話し合いを行い、一体化した活動をしていく方向性を確立し、「駅の待合室」

に必要なコレクティブな実施事業の見直しができた。 

茅野市：コロナの影響でシイタケ栽培ハウス建設完成が６ヵ月遅延し、相

談者の居場所確保が課題となったが、既存の施設を使うことなどを提案し、

課題を解決した。 

伊那市：学習支援に使うためにタブレットを購入したが、十分な活用がさ

れていなかったことから、伴走支援として IT 関係のノウハウを持つ実行団

体との連携の場を作りへ繋ぎ、有効な学習支援とするためにスタッフのタ

ブレット講習が始まった。 

飯田市：コロナの影響で人形劇を演じ観劇してもらうことが困難であり、

対象者へのアプローチも丁重であったが、警戒レベルが下がった後は、人

形劇公演に他地域の実行団体や子どもの居場所活動団体と連携を伴走支援

で生み出し、飯田人形劇が不得手としていた対象者へのアプローチが子に

機会を使って、多くの子供に観劇してもらい、つながるってえいくうこと
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ができた。飯田人形劇の諏訪のフリースクールへのアウトリーチも決定し

た。 

安曇野市：引きこもりへのアウトリーチが主題の事業であるが、対象者へ

のアプローチの難しさ、当人の気持ちの変化、部屋から一歩出る障壁、外部

との接触の緊張、など、就労支援に至るまでのプロセスのインパクトが重

要であることをお互いに確認し、エピソードベースの評価も加えることと

した。 

コロナ禍でわさび作業が停滞し、実行団体の苦労で他の作物栽培に転じ

た。伴走支援として農業団体などからの知恵も借りながら、農地管理や栽

培過程ノウハウのアドバイスをし、作業場（居場所）を拡大することができ

た。 

千曲市：事業実施は順調であったが、目的としていた学習支援の対象者に

なかなか届かなかったが、伴走支援として子どもの居場所運営団体につな

げたことで、学習支援を受ける機会が少なかった対象の子どもへの支援を

広げることができた。 

長野市：伴走支援も含め進めてきたフードバンク活動者の連携強化で県社

協と繋がった結果、それまで遅れ気味だった本事業が目指す「食の循環シ

ステム開発」と県社協が進めようとしている「広域フードパントリーの食

品管理運営システム」を協働して開発に取り組むこととなった。また、県が

音頭を取って、フードバンク連絡会がスタートし基盤システムとしてこの

事業を提示していく環境が生み出せた。 

実施をとおし

た活動の改善、 

知見の共有 

計画通りにいかなかった

場合、適切な対応がされた

か。 

計画通りにいかなか

った場合、適切な対応

がとられた。 

計画した事業がコロナの影響で遅れた団体に対し、対応などをアドバイ

スし、事業の本来の目的が達成できるよう支援をした。主な内容は次のと

おり。 
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安曇野市：生薬はコロナの影響で苗の買い付けができず 2022 年以降に順延

した。また、わさび販売もコロナの影響からほぼなくなったことで、作業も

激減した。このため、アドバイスとして、玉ねぎやニンニク栽培などに転

換、農福連携作業を進めることができた。これにより、事業目的である「引

きこもっていた人の作業場ができたこと」と、「荒廃農地を出さないこと」

を果たすことができた。 

飯田市：コロナの影響で人形劇を演じ観劇してもらうことが困難だったが、

警戒レベルが下がった後は、人形劇公演に休眠事業実行団体や子どもの居

場所活動団体にみらい基金がつなげ、多くの子供に観劇してもらうことが

できた。 

小海町においては、曜日によって居場所の受け持ち団体が異なるので、そ

れぞれの連携が薄く、コレクティブなインパクトを生み出す環境が弱かっ

た。 

当初予定されていた連携定例会議を復活させ、それぞれの事業内容、目

的と全体のアウトカムの整理、統制を行った。 

千曲市の ICT を活用した学習支援では、開始当初、居場所による支援を目

指したが、コロナ禍の状況でオンラインへシフトした。また、プログラミン

グ研修などは、引きこもり、学習遅延傾向の子ども、家庭へは情報が届きに

くいことが日常の伴走支援で判明し、他の団体との連携で克服する志向と

した。 

組織基盤強化・

環境整備 

対象グループ層へのアプ

ローチ及び説明会の開催。

継続性をもった組織運営

のための経営指南。スタッ

ほぼ計画通り 

・NPO 基盤強化としてファンドレイジング研修を長野県県民協働課と共同

開催。 

・実行団体実施行政の担当部署への事業説明訪問、情報共有。 

① 茅野市福祉、教育担当（ふくろう SUWA） 
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フ育成研修会の開催。 

新規ステークホルダーと

の連携構築。 

② 長野県県民文化部、環境部、長野市環境担当、県社協、経営者協会食品

部会等訪問、連携促進（フードバンク信州） 

③ 小海町役場、佐久総合病院小海分院、佐久市教育委員会、小海高原美術

館協力依頼（ぷれジョブ） 

④ 安曇野市役所福祉担当（グランドリッシュ） 

⑤ 千曲市教育委員会（銀のかささぎ） 

⑥ 伊那市役所、教育委員会（はみんぐ） 

⑦ 飯田市役所、飯田社協、飯田振興局（人形劇） 

・伴走支援訪問時にそれぞれの実行団体の弱点へのサポート（主に経理、

管理、情報発信等） 

・各実行団体の人的資源へのサポート（専門家の派遣、紹介） 

経理人材、農業専門家等 

① Web データベース開発ノウハウ提供（フードバンク信州） 

② 他団体連携支援（銀のかささぎ、飯田人形劇） 

③ 農業経営支援（グランドリッシュ） 

④ 広報支援（ふくろう SUWA） 

⑤ 経理、業務管理支援（はみんぐ） 

・若者支援の一環で飯田人形劇センターと伊那市、諏訪市、松川町等の子

ども若者支援団体との連携の機会を作り、お互いの事業の幅を広げ、相互

連携などが生まれた。 

・伊那の実行団体と同じ地域のコロナ緊急枠での中間教室運営の実行団体

（フリーキッズ・ヴィレッジ）との連携を構築し、質的向上を行った。 

・ICT を活用してコロナ禍での対象者支援を検討する伊那市はみんぐ、小

海町ぷれジョブと ICT を活用した事業を展開する千曲市銀のかささぎを

繋ぎ、オンラインでの MTG を開催し、スキルアップ、ノウハウの提供

などをする環境が生まれた。 
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➀ 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 

長野県みらい基金：「休眠活用事業があったからこそ、ポジティブな変化が得られている。」といえる事例が多くあった。この一つに、団体の横

連携を生み出し事業遂行能力を高める「連携協働支援」がある。 

一つ目として「連携協働支援」 

それぞれの事業の行政や社協など関係機関、それぞれの事業の対象者へのアプローチが不得手な実行団体があったが、みらい基金が対象者への

アプローチできている団体につなげ、その団体と協力することで、対象者に届く事業となったことで、よい変化が生まれている。具体的には、

フードバンク信州と行政・県社協、実行団体の間では、はみんぐと銀のかささぎがあり、飯田人形劇が行ったイベントには、こども支援・引き

こもり支援団体をつなげ、こどもらが観劇をすることもでき、それぞれ良い変化をもたらしている。 

二つ目として「伴走支援」 

コロナの影響で事業推進に困難が生じた場面もあったが、みらい基金の支援と、共に対策を検討したことによると分析できる。具体的には、学

習支援のためにＩＴ端末を購入したものの、端末に不慣れなスタッフが多く、十分な活用がされていない団体に、IT 関係のノウハウを持つ実行

団体を繋ぎ、有効な学習支援とするためにスタッフのタブレット講習ができた。また、農福連携による引きこもり支援を行っている団体には、

農地管理や農作業工程など、適切なアドバイスを行ったことで、居場所となる農場が増え、ひきこもりの人がそこに来ることができるようにな

っている。さらに、食支援や学習支援を行っている団体が、地域の団体等と積極的につながり、同様の取り組みが増えているという変化も生ま

れている。 

事業実施のためのインプットに対して成果の規模や質が妥当であったことも、ポジティブな変化が生まれた背景の一つに挙げられる。 

三つ目として「相談（コンサルティング）支援」 

７つそれぞれの特徴ある事業、それぞれの団体の強み、弱みに対して、特に、チャレンジングな高い目標設定を設けている事業が多く、進捗途

中で様々な、障壁が現れる。 

それに敏速に丁寧に対応する支援をより、効率的、効果的にする現場目線の、実行団体と同じ視線で考え、相談し、検討し、対策を生み出すこ

とを丁寧に行ってきた。 

以下、具体例 

小海町：当初事業計画・評価計画を立案・提出した時点では、複数のステークホルダーで構成するコレクティブインパクトで『えきノまちあい室』

の運営を模索するという想定に留まっていた。事業が進捗する過程で、月例の運営委員会により事業の進捗を共有化し、運営の方向性を協議す
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る体制を確立することができた。協議の中から、火曜日を担当する JA 長野厚生連佐久総合病院小海分院や、木曜日を担当するジェーエー長野

福祉会はぁーと工房ポッポ双方による創意工夫を得て、それぞれの曜日の実務レベルでの事業運営について別個にアウトカムを設定しや方が妥

当である、との共通理解に至った。 

茅野市：事例①：7 月に一般企業に就職した A さんは、一人暮らしを始めたこともあり 4 月に当事業所に通所当初からも目標収入額を決めていた

こともあり、訓練意欲も高く習得能力も高いことから通常より早めに就職活動をはじめ面接に臨むが、不採用になることが多く落ち込むことも

ありました。採用に向け相談支援員とで面接状況振り返りを行い次回の面接に生かすアドバイスを繰り返すにより、意欲低下することなく望み、

トライアル雇用ではあるが採用にこぎつけ生き生きと仕事を続けており長く勤務したいとの希望を持っている。 

  事例②：7 月に職場復帰した知的障害がある B さんは、新型コロナ感染症の影響で昨年 4 月より休職になり生活リズムの維持と会社から課せら

れた課題の解決のために通所を始める。シイタケ栽培を通して時間の厳守、感染症予防対策のための動作指導を中心とした支援計画に基づき訓

練状況を会社と共有しつつ進めてまいりました。その結果、7 月にトライアルとして職場復帰をはたし採用継続に向け継続している。 

  事例③：5 月より通所を初めた C さんは、引きこもりの期間(40 数年)が長く人と対峙することが出来ず、作業も一人離れたところで行っている

場面が多く、面談においてもこれ以上人が増えたら通所出来ないかもしれないと言う様なこともありました。このような状況の中 

スタッフと共に、人当たりが柔らかく同じような期間社会から遠ざかっては復帰を繰り返していた利用者の協力を得てコミュニケーションを取

る様に進めていった結果、徐々にグループの中に溶け込めるようになり週 2 日の通所が本人より 1 日増やし 3 日にしたいという希望が出るよう

にまでなる。 

伊那市：2020 年度に伊那市が旧消防署を改修して「若者と産業が息づく拠点」allla（アルラ）を開所すると同時に「子どもの居場所オルタ」もテ

ナントとして入ることができたので、衛生的で明るいスペースで活動を開始することができた。新型コロナ禍の中でも子どもたちは休まず通っ

て来てくれて、概ね、元気を取り戻しつつある。施設には、地元企業や起業した若手の事業主も入居していることから、日常的に交流が生まれ、

ハロウィン、クリスマス、七夕等のイベントにもさりげなく協力していただいている。また、地元の花屋さんとの連携で施設の玄関先に花壇を

整備したり、玄関に展示された南信工科大の参加型の展示物で遊んだりと、程よく開かれた場になってきている。 

飯田市：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
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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。 

安曇野市：グランドリッシュで農業を通して引きこもり支援を行っていることが広く世間に認められ、問い合わせや体験、見学などの依頼は多い。 

日々の農作業の忙しさに紛れて支援計画や文章へのまとめなどが遅れている。 

 働いて賃金を得るという体験は大変な自信になり、普段の生活の中でもやる気が出て安定した暮らしが遅れるようになってきます。これを絶や

さないように長きにわたって続けていく必要がありますが、現在の日本の法律では引きこもりを支援する法律はありません。政府主導で様々な

取り組みがされていますが、何らかの制度化が必要であると思われます。現時点では実績を上げて補助金をつないで事業を続けていく必要があ

ります。 

千曲市：三本柳小学校の不登校ぎみの子どもたちへ学習時間にタブレットの学習支援の要請があり行ったところ、好評で、定期的に学習支援を行

っている。不登校ぎみの子どもたちだったが、好きなコンテンツを見つけて、学習意欲がわき、学力も高まり、校長先生や教頭先生からはとて

も感謝されている。 

児童養護施設の不登校支援のために、オンライン学習を行ったが、画面が映らないトラブルがあり、検証の結果、ネットワークに異常が見つか

った。ネットワーク整備を行い、オンライン学習ができるようになり、施設の保守管理を任されるようになった。 

長野市：「食の循環システム検討会議」や「フードバンク団体連絡調整会議」などの協議を経て、多様な機関・団体が連携、参加し、食品寄贈の受

入れと支援団体への提供を管理・運営するシステムのイメージが関係者間に共有されるようになってきた。 

・具体的な動きとしては、県社協が進めようとしている広域フードパントリーの食品管理運営システム開発と、本事業が目指す食の循環システム

開発の共通点をとらえ、協働でシステム開発に取り組むこととなり、検討を進めている。 

・コロナ感染拡大に対応し、困窮に陥った子育て世帯を応援するため緊急に取り組んだ「コロナ対応子ども応援プロジェクト」は、利用者の満足

度も高く、企業等の寄贈意識を高め、フードバンク活動の拡大、普及につながった。この事業は、休眠預金事業ではない他の助成金を活用し実

施したものであるが、時宜を得たニーズに基づいた活動展開ができたことにより、結果的にフードバンクの循環システムの理解を広げたと評価

できる。 

・コロナの影響で、生活困窮者の数的拡大と質鉄筋変化が進み、制度では対応できないニーズが増加したことから、市町村社協等小地域単位での

フードバンク的活動が増加している。それに伴い、広域的な視野だけではなく、小地域活動の展開も踏まえた食の循環システムの構築を検討す

る必要がある。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 
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 長野県みらい基金：コロナが急速に拡大した時期と 2019 休眠活用事業が始まった時期が完全に重なったことで、実施事業において遅延が生じ

たり、対象者のコロナに対する影響が生じたりした。2019 事業は、全体として居場所に集うことがことで目的を達成する学習支援事業では、

ICT による学習支援を充実させた。居場所での食事提供では、ケータリング方式に切り替えることで対応ができた。また、不登校気味の子ども

や引きこもり者の相談事業では、みらい基金の支援などでコロナ対策を万全に行ったうえで相談受付をしたものの、対象者がコロナを気にして

相談を躊躇しているという場面も見られた。 

これら想定しなかった課題に対して見えてきたのは、対面と on-line を適度に行うことで多くの事態が解決できるということ、関係機関との連

携や実行団体同士の横の連携協がが、大きな効果を生むということが挙げられる。 

小海町：当初、最終年度での達成を想定していた「こうみ居住支援協議会」の開設準備がコロナ禍の影響から前倒しになり、結果的に想定より早

い時期に国土交通省からの認可を得られた。このことにより、事業実施団体である一般社団法人ぷれジョブから２年度目の初めに町政へと事業

を移管することができた。 

茅野市：引きこもりの若者を当初ターゲットにしていたが、8050 問題を抱える 40・50 代が多い。 

新型コロナ感染症の影響でシイタケの販売が落ち込み収入が減少した。クラウドファンディング実施準備中。 

取引金融機関より販路拡大の支援を受け販路拡大につながっている。 

なかなか若者から相談の来ないのが課題 

チラシの配布、行政機関への広報、メディア(新聞)棟で広報活動するがなかなか若者には届かないようです。今後は、SNS 等の活用も視野に入

れていく。 

伊那市：毎回、居場所やスポーツに 6 人～10 人の参加があるため、ソーシャル・ディスタンスに考慮するとこれ以上、施設内での活動に限界が出

てきた。また、体育館がワクチン接種会場となったため、野外での活動が増えた。しかし、子どもたちは、野外の活動の方が、より生き生きと

した表情となると実感することとなった。公園やマレットゴルフ場、アサキマダラの観察会、スケートボードなど地域の施設に出かけることは、

子どもたちにとって貴重な体験になっていると思う。 

飯田市：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
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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。 

安曇野市：不登校の子供への支援。 

玉ねぎの収穫が大変忙しい時に、お願いして手伝いに来てもらったことをきっかけに、学校に少し行けるようになった。 

千曲市：・GIGA スクール政策で、今年から小中学校一人に付きパソコン 1 台になり、ICT 学習に関心のある親子が思っている以上に増えて、ち

くま未来教室のプログラミング教室が盛況である。近隣にはプログラミング教室が多くあるが、一か月の月謝は高額で、ロボットなど買いそろ

えるとかなりの金額が必要になる。しかし、経済的に困難な家庭では通うことができないため、参加者が多いと思われる。 

・ちくま未来教室は子どもの学習支援として開設したが、毎日のように大人の IT 困りごと相談が多い。大人のデジタルディバイド（情報格差）に

ついて感じることが増えた。特に子どものオンライン学習を行うにあたり、家庭の大人の IT に対する知識の格差を感じた。多くの人が同じレ

ベルで IT を扱うことができないと、オンライン学習の充実やテレワークの導入は難しい。ちくま未来教室では社会人が気軽に学習できる社会

人講座の充実が不可欠であり、その気楽に相談できる居場所としての需要は事前評価の段階では想定できなかった。 

長野市：コロナ禍に対応し、「子ども応援プロジェクト」などで基本的な活動で役割をはたす中で、法人の運営基盤強化について、資金分配団体（長

野県みらい基金）の配慮（伴走支援）により、県行政や県社協、県労福協などとの協議の場を持つことができ、それぞれの活動と連携した活動

で基盤強化を図る方向を探っている。 

 

 

 

④ 事業計画（資金分配団体）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 



19 

 

  受益者や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 

実行団体が休眠活用事業を開始時期が、新型コロナウイルスが急拡大した時期と完全に

重なり、何れの団体とも対策・対応に苦慮した。しかし、コロナ緊急支援のあり十分な対

策が講じられ、事業改善が図られた。それにより相談事業・農福連携作業・子どもの居場

所運営・学習支援・食の支援と提供など事業が、ほぼ順調に進んだ。 

実行団体と「地域での協力者・支援者をどう広げていくかを共に検討し、これまでの事

業成果などを SNS やチラシ、マスコミなどを使った広報をした結果、居場所の提供者、農

業指導者、学習支援の協力者が増加し、事業の充実化が図られた。 

団体の中には、経理事務体制が十分でないところもある。資金分配団体としてのアドバ

イスや、会計士などの紹介を行い、改善を図っていく。 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  安曇野市の農福連携農場                        完成したビニールハウス 
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  完成したシイタケ栽培ハウスで 

    理事長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 


