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年度末報告書（実⾏団体⽤） 
１年⽬ 年度末報告書 

1．事業名 ⼦育て・⼦どもの孤⽴をオール松⼾で予防す る「まつどでつながるプロジェク
ト」 

2．実⾏団体名 NPO 法⼈ MamaCan 
3．実施期間 2020 年 7 ⽉〜2023 年 3 ⽉ 
4. 報告期間 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 
中⻑期アウトカム 
千葉県松⼾市において、⼦育てにおける様々な制度や⽀援につながりづ
らい「グレーゾーン」にいる⼈たちが、「⼦育てしやすい」を実感できる
街の暮らしを実現する。そうすることで、産後うつや虐待といった課題
の深刻化が予防・緩和されている。また結果として出⽣率の増加、⼦育
て世代の転⼊者数の増加につながっている状態。具体的には、⼦育ては
親だけではなく、地域全体で⽀えるものだという感覚を市⺠が持てる機
会が多くある。（市⺠同⼠の優しい声かけ、⾏政や商店などでの理解のあ
る対応、⽇常的に⽬にする場所に応援のメッセージがある、等） 
 

・コロナ禍での事業スタートということでやや出⾜が遅れた部分もあるが、むしろ
何かしらの課題を抱えた家族からの SOS を拾いやすくなったという⾯もあった。
特に⾏政の相談部署から直接連絡があり、個別の家庭に対して⾷や⽣活⽤品の⽀援
を依頼されるケースも増えている。そこから継続的な関わりを持つようになったこ
とでプロジェクトの事業につながる事例もあり、アウトカムに設定しているグレー
ゾーンにいる家庭の現状が⾒え始めている。 
・また事業を通じて⾏政や企業、地縁組織に対してプレゼンする機会が増えてお
り、協賛や協⼒といった形で連携するネットワークが広がってきている。 
・⼀⽅で、松⼾市全体という規模ではまだまだ周知が⾜りず、⼀部に留まってしま
っているため残りの 2 年間で広く知られている状態を⽬指していきたい。 

短期アウトカム（2023 年 3 ⽉時点の⽬標） 
A.円卓会議…円卓会議等の実施によって、官⺠ともに⽀援や施策に⼦育
て当事者の声や視点が反映される状態。 
→①⾏政内において正式な会議体として位置づけられており、施策を検
討する上で重要だと認識されている。②議論をきっかけに施策に反映さ
れた事例がある。 
 
B.つながるリンク・LINE…WEB サイトの運営およびアナログでの告知に
よって、グレーゾーン層の当事者が能動的でなくても⾃然に情報を得
て、地域とつながることができる状態。 
→①市が実施する未就学児の⼦どもがいる世帯へのアンケートにおいて
15％認知されている。②サイトを訪問したり、LINE 窓⼝を経て必要な情
報にアクセスできる⼈が 7 割以上となっている。 
 

計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／計画より遅れている／その他 
A.円卓会議…計画どおり進んでいる。 
⾏政や社会福祉法⼈、NPO・市⺠活動団体など、公⺠それぞれからの参加は募れて
いる状態で予定通り円卓会議を開催している。今後はアウトカムに⽰している通
り、⾏政内において正式に位置づけてもらうためのコミュニケーションを図ってい
きたい。 
 
B.つながるリンク・LINE…計画どおり進んでいる。 
WEB サイトのリニューアルがやや遅れてはいるが、コロナ禍におけるひとり親へ
の⾷や⽣活⽤品の⽀援、出産お祝いプレゼントなどの事業を通じて当プロジェクト
を知った家庭からの LINE 相談が増えてきている。専⾨機関につないだケースは
2/35 件で、ほとんどがちょっとした悩みを聞いてほしい、受け⽌めてほしいとい
うニーズであった。 
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C.養育者向けワークショップや両親学級の実施、伴⾛⽀援によって、当
事者が家族設計やキャリア構築のスキルを⾝につけ、より良い⼦育てが
できている状態。 
→①ワークショップ等を受けた世帯において、8割以上が対等に役割分担
について対話できている状態。②⼦育てに対する不安感や⼼理的負担感
が減少した⼈が 8 割以上となる。 
 
D.伴⾛⽀援・その他…⼦育てが養育者だけではなく、街全体で⽀えられ
ていると感じる機会が⽇常的にある状態。 
→①⾏政との協働でプロジェクトの周知を全市的に取り組んでおり、ポ
スターなどを⽬にする機会が多い。②就学前の児童がいる親へのアンケ
ート結果で、「⼦育てしやすい＝60％」を超えている。 
 
Ｅ：コロナ禍で学校に⾏かない選択をしている、または休校で影響を受
けている⼦どもたちが社会とのつながりを継続できる機会がある状態。 
→①学校に⾏かない選択をしている⼦どもたちがオンライン学童に参加
している⼈数（7名）②学校に⾏っている⾏っていないに関わらず、放課
後の時間に参加している⼦どもたちの⼈数。（20 名） 
 
Ｆ：コロナ禍で⾃らアクションをしてつながりを作りづらい、作れない
環境にある親⼦・⼦どもが社会との接点をつくりやすい状態。 
→①キッチンカーで訪問して作ることができた接点をきっかけに、その
家庭が必要な⽀援につながる。（40 名）、⼦どもの成⻑を地域で⾒守る場
と⼈が増える。（延べで 80 回の開催を⾏い、地域住⺠やボランティアの
⽅の参加を積極的に募る。） 

C.養育者向けワークショップや両親学級の実施…計画どおり進んでいる。 
今年度はワークショップの⾻格を設計することに重点をおき、結果として世代横断
的にライフキャリアについて考えることができるテキストが完成した。今後はワー
クショップの内容を改善しながら、⾏政や企業との連携によって講座を開催できる
機会を増やし、アンケートの設計などにも取り組んでいきたい。 
 
D.伴⾛⽀援・その他…計画どおり進んでいる。 
⾏政との関わりについて、現状は各事業のチラシ掲⽰など部分的な広報への⽀援に
留まっているが、今後プロジェクト⾃体の周知や、⾏政が取り組んでいる市⺠アン
ケートとの協働などについて、議論を進めていきたい。 
 
E.オンライン学童…計画より遅れている。 
①の⽇中参加者 4 名、②の放課後参加者 6 名。⽇中に参加している⼦どもや親につ
いては、途中で辞めてしまった家庭はおらず、本事業の価値を⾼く感じていただい
ている。しかし、新たな参加者を募ることに苦戦をしており、対策が必要となって
いる。 
 
F.キッチンカー事業…計画どおり進んでいる。 
プロトタイプ的にお寺の境内をお借りした場づくりに取り組んでいる。今後はスタ
ッフの体制も含めて、来場者とのコミュニケーションのとり⽅を⼯夫していき、ま
た地域住⺠からのボランティアの参画も募っていきたい。 
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アウトプット 
※それぞれの⽬標設定は 2023年 3 ⽉を想定 
①円卓会議…多様なステークホルダーが集まる円卓会議の開催 
年 3 回／延べ 160 名／⾏政（⼦ども⼦育てに関わる部署、その他の⽀援
に関わる部署）、教育委員会、⺠間⽀援団体、当事者、企業、地縁組織 
 
②つながるリンク／LINE…情報を集約した WEB サイトの運営 
ページビュー5000（⽉平均）／LINE相談 150 件（1年あたり） 
 
③広報…プロジェクトを周知するシール付きフライヤー、ステッカーの
配布 
シール付きフライヤー15000 枚（1 年あたり）、ステッカー500 枚（1 年
あたり）／250か所 
 
④つながるファミリーカレッジ…家族設計ワークショップ実施 
12 回（1 年あたり）／150 名／開催の半分は⾏政との協働で実施してい
る 
 
⑤ウェルカムベビープロジェクト…出産お祝いプレゼントの配布 
20組織（1年あたり）、10 名／200個 
 
⑥伴⾛⽀援…個別の⼦育てに寄り添う伴⾛型⽀援の実施 
10 名／30件／ルーブリックを設定しより良い状態になった件数が 8 割以
上 
 
⑦オンラインパーク 
⽇中の開催回数…週２回／放課後の開催回数…週２回 
 
⑧キッチンカー 
移動広場の開催回数…80回、親⼦平均 5組（400組）、⼦ども（400⼈）
／個別訪問の⼈数…⽉平均 10世帯（200世帯） 
 

計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／計画より遅れている／その他 
①計画どおり進んでいる…2020年度は年 3 回実施し、コロナの影響を受けてオン
ライン 2回、リアル会場とオンラインの併⽤が 1 回だった。6 ⽉ 29⽇＝33名、11
⽉ 11⽇＝38名（会場：21 名、オンライン：17名）、3 ⽉ 2 ⽇＝41名 
 
②計画どおり進んでいる…ページビュー⽉平均 2000 件。Facebookとの連携によ
り徐々に閲覧者を増やしている他、後半はオンラインパークやキッチンカー事業も
増えたことで訪問者数が増加している。LINE相談約 35 件（年間）。後半は相談実
施を定期的に LINEで案内したところ相談いただける件数が増えた。 
 
③計画より遅れている…フライヤーおよびステッカーを作成し、企業や商店など⽬
に付く場所での PRを進めて⾏く予定だったが、関わりのある企業とのコミュニケ
ーションの中で改善すべき点が明らかになり、作成物を変更して進めている。 
 
④計画どおり進んでいる…「つながるファミリーカレッジ」として家族設計ワーク
ショップを計 5回開催し、延べ 56名の⽅に参加していただいた。参加者対象年齢
をしては、妊婦〜思春期のお⼦さんがいるご家庭の親御さんを対象とした。また、
そのワークショップで使⽤するテキストとして「つながるファミリーカレッジサポ
ートブック」を完成させて 100冊印刷し、ワークショップ参加者だけでなく幅広い
カテゴリーの当事者・⽀援者に⽬を通していただいた。 
 
⑤計画どおり進んでいる…2021年 3 ⽉末をもって、100世帯の家庭に出産お祝い
プレゼントを届けることができた。配布先には市内の⼦ども⾷堂 6か所、⼦育て広
場 1か所、地域サポートセンターと協⼒することができた。受け取り先に来られな
い⽅へは、訪問して⼿渡しした。企業協賛としては、地元の菓⼦メーカーからプレ
ゼント協賛、他２社からはつながるプロジェクトパートナーとして５万円の協賛を
いただいた。 
 
⑥計画どおり進んでいる…ひとり親家庭、⽣活保護世帯へのお弁当、⽣活⽤品の個
配対応を⾏っている。（述べ約 300⼈：9⽉ 23⼈、10 ⽉ 41⼈、11 ⽉〜3 ⽉まで
各約 50⼈） 
 
⑦計画どおり進んでいる…予定していた頻度でスタッフ体制を組み、コンテンツな
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どを⼯夫しながら安定して週２⽇オンラインによる場を開いている。 
 
⑧計画どおり進んでいる…2020年 12⽉から企画開始。2021年 3 ⽉ 5⽇(⾦)に市
内のお寺でオープニングイベントを開催した。前半 10時〜12時、後半 15時〜17
時。ドリンク類・パン・駄菓⼦を販売し、⼦どものための遊びスペースを展開し
た。利⽤⼈数は合計 98⼈(39組)。売上 34,680 円。 

6.事業進捗に関する報告（詳細） 
●円卓会議 
実施にあたり、以前より相談をしてきた課が窓⼝となり、⾏政内部の⼦ども・⼦育て関連の課からの参加者の取りまとめを⾏っていただいたことで、⾏政から
の参加を多く募ることができた。その中でも直接当事者に関わっている専⾨職の声として「みなさんのお⼒を貸していただきながら、様々な視点をもってケー
ス⽀援ができると感じました。」というコメントが寄せられ、公と⺠間の⽀援者の距離が縮まってきていることを実感している。 
●つながるリンク／LINE 
⼦育ての情報がカテゴリー別に分けられていて、また⾏政と⺠間の情報が⼀緒にまとまっているサイトが他にないので便利だという声をいただいた。LINE 相
談においては、コロナの状況で外に出ることが難しくストレスや想いを発散するところがない状態の中で⾃分の気持ちを吐き出してもらい、ホームページに掲
載している機関におつなぎした事例もあった。また LINE は時間や場所に気を使うことなく気軽に質問・相談が出来る窓⼝でありがたいという声をいただい
た。 
●ウェルカムベビープロジェクト 
2020 年 1 ⽉より⽣後１年程度の家庭を対象に 100 件募集したところ１ヶ⽉程度で定員に達してしまい受付を終了した。プレゼントの中⾝には、地元の菓⼦メ
ーカーから提供いただいたクッキー詰め合わせ、オリジナルコーヒーとおから茶(パッケージには地域の⽅からの⼦育て応援メッセージを添付)、地域の情報や
相談窓⼝のリーフレットをカテゴリーに分けてファイリングしたドキュメントファイルをお渡しした。配付は郵送ではなく直接⼿渡しで当プロジェクトのスタ
ッフや⼦ども⾷堂のボランティアさんから⾏ったが、アンケートに「訪問するのが⾯倒だと思っていたけれど、実際に⾏ってみたら話すことができてよかっ
た。つながりが作れた」という声も寄せられた。当事者同⼠のふれあいも喜んでいただき、プレゼントのお渡しからその先のつながりを作ることができた。 
●つながるファミリーカレッジ 
ワークショップ参加者からは、育児書にはない⼦育てのリアルを知れてよかったという声をいただいたり、参加者同⼠での会話により「助ける・救われる」と
いった相互作⽤が⾒られたり、その後の関係づくりにつながった。作成したサポートブックについては、読んでいただいた関係団体などから、「様々な⽤途で
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使えるものだと思う」「単なる育児書ではなく、⼈⽣全体をサポートできるものだと思う」などの感想をいただき今後の展開が期待できるものとなった。 
●伴⾛⽀援 
主に⼦ども⾷堂、ひとり親⽀援を介してのつながりでゆるやかな伴⾛⽀援を⾏っている。特に継続的な⽀援が必要な家庭は約 35世帯/98 名となっている。 
具体的な対応例…①若年妊婦、妊娠時期より継続⽀援中で当事者への⽀援、担当⾏政機関との情報共有を⾏っている。②ひとり親等の困窮世帯で、公的⽀援に
つながるまでの期間限定の⽀援を⾏っている。⽣活資⾦が⼊るまでの⾷材、おむつ、⽣活⽤品などの提供など。③ヤングケアラーへの居場所提供、本⼈の困り
ごとを受け⽌めながら当事者と関係性を築き、直接連絡を取りながら⽀援を⾏っている。④⽗⼦家庭で孤⽴している⽗親へ地域の情報提供、個別の緩やかなつ
ながりづくりに取り組んでいる。➄虐待などのリスクのある家庭への⽇常的な⽀援、⾏政の担当者と連携して同⾏なども⾏い、顔の⾒える関係づくりをしてい
る。 
●オンラインパーク 
現状、⽇中のコースに参加している⼦供は 3 名いるがそれぞれ前向きな変化がみられている。特にパニック障害を抱える参加者は夜に寝れないことが多かった
ようだが、参加が楽しみでよく眠ることができるようになったと報告をいただいた。他の⼦どもたちも画⾯共有やコメント機能を駆使し通常の学校ではうまく
コミュニケーションがとれない部分を補えている。また、みなさまに「⼀⼈で悩んでいたが、つながることで前向きになれた」と感想をいただけた。また元々
学校との関係が良くなく、悩んでいた親御さんから⼦どもが当事業に参加していることをスクールソーシャルワーカー（SSW）に伝えたところ、SSW もプロ
ジェクトを認知したらしく、安⼼したのかプレッシャーが弱まったということがあった。 
●キッチンカー 
お寺の住職さんに協⼒していただき境内で実施しているイベントにおいては、ネット上で知って他市から来場された⽅もいた。午後は会場が⼩学校の通学路だ
ったこともあり、下校中の⼩学⽣が⾒つけて⼀度帰宅してからまた来てくれるなど、屋外のアウトリーチならではの関係が作ることができている。また幼稚園
のママ友同⼠の情報共有のおかげで利⽤⼈数が伸びた。アンケート(8⼈回答)からは、もっと遊びスペースを充実してほしい、との声があった。 
 
7.資⾦計画に関する報告 
1 資⾦計画どおりの執⾏状況ですか。 ： 計画より遅れている 
→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由： 主に⼈件費部分が執⾏しきれていないが、これはコロナ禍（緊急事態宣⾔）の影響で想定して
いたイベントや広報活動、事業の⼀部ができなかったこと、また初年度は事業⽅針を固め事業の実⾏に時間をかけたことから、本来予定していた広報戦略や資
⾦調達のための活動に時間がとれなかったことで、そこにかかる⼈件費（広報物の制作など）や専任スタッフの選定がなされなかったことが主な要因となって
いる。２年⽬は感染症対策を意識しながらイベント活動や広報戦略、コロナ禍で実現できなかった⼀部事業の再構築、持続可能な事業にするための資⾦調達に
⼿を動かせる⼈員の確保に努めたい。 
2 報告年度に⽤意する予定だった⾃⼰資⾦は集めることができましたか。：計画より遅れている 
→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由： プロジェクトの７事業は新規に作り上げる部分が多く、初年度は事業の⽅針を固めてプロトタイプと
して実⾏してみることにマンパワーが⼤きく割かれたことが主な要因である。本来予定していた協⼒者による会費や寄付⾦が特に⼿つかずとなっており、喫緊
の課題となっている。2 年⽬は、初年度の振り返りを⽣かしつつ外部の有識者やアドバイザーの視点も加えてより当事者⽬線の事業体制を作っていくととも
に、その必要性と効果を外部に効率よくアプローチすることで、地域丸ごとで⼦育てを⽀えるムーブメントと資⾦調達の仕組みを作っていきたい。 
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8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 
●プロジェクトの広報全般 
個々の事業の⽴ち上げにマンパワーを割かれていたことが遅れている要因である。現在、⽉に⼀度の広報ミーティングを実施し、シール付きのフライヤーや、
店舗ステッカーは制作せず、親⼦で使えるメッセージカードを制作する⽅向に変更。このカードは、「地域でつながる」「情報をつなげる」をイメージし、街の
商店やイベント等で当事者にノベルティとして⼿渡すことで、プロジェクトの知名度を上げ、街全体で⼦育ての孤⽴を⽀えていく仕組みを作る⼀助とする。 
●つながる LINE＆アンケート 
知りたい情報にたどり着きづらいという声をいただき、改善点を検討した上で 4 ⽉ 10 ⽇にリニューアルオープンした。今回から情報のキーワード検索機能や
当事者が感じていることをつぶやくことができる掲⽰板、スタッフブログの機能を追加している。サイトに訪問しやすく、情報を探しやすくなったことでより
多くの⽅に知って⾒てもらえるようにしていきたい。また LINE への相談のしやすさを上げるための⼯夫として、⼦育て情報を定期的に週２回程配信しながら
気軽に相談が出来る案内をしていく。 
●ウェルカムベビープロジェクト（出産お祝いプレゼント） 
申し込み後に送ったメールが届いていない⽅や、連絡がつかない⽅が 30 件近くあり、個別の対応に時間がかかった。今後配布数を増やしていくにあたり、メ
ールではない他の連絡⽅法や、受け取り先の選択の仕⽅などの仕組みづくりを強化していく。またより多くの家庭に知っていただけるような効果的な広報活
動、並びに企業へのアプローチを積極的に⾏っていくことで魅⼒的なプレゼントの開発に取り組んでいきたい。 
●つながるファミリーカレッジ（家族設計ワークショップ） 
⾃主開催のワークショップにおいては積極的な⽅が参加される傾向にあり、本来参加してもらいたい層や男性の参加を促すことが難しかった。すでに松⼾市の
課などからお声がけいただいているので、主体的でない⼈も受講してもらえれる⼯夫をしていきたい。特に結婚前の若い世代にもこういった学びの機会が必要
であり、孤育ての予防という観点でも重要性を再認識することができたので学校との連携など、学⽣へのアプローチも進めていく。テキスト内容については現
在不⾜していると思われるカテゴリー（⼀⼈親・外国籍の⽅など）の⽅の意⾒も反映しさらにブラッシュアップをしていく予定。 
●オンラインパーク 
引き続き新聞折込や SNS などを検討している他、⾏政や⺠間で各コースの中でゲストを呼ぶなどカリキュラムの改善を⾏っていきたい。 
●キッチンカー 
まずはオープニングイベントの反省を⽣かして、広報を早めに、届けるべきところへ⾏う。スタッフのオペレーションを⾒直し、必要な遊具・備品を揃える。
また、事業継続のために収益性が⾼く、かつ魅⼒的な看板商品を開発する。 
今後については、少しずつ開催回数を増やし、地域の⼦育て世代を中⼼とした居場所になるようにしていきたい。 
9.広報に関する報告 
以下に該当する内容がある場合には、概要を記載してください。提出可能な場合は PDFデータ等を添付してください。 
●メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）：⽇付、記事名、媒体、制作⽬的、概要、リンク先、部数等を記載してください。 
①市報への掲載：広報まつど（2020年 9⽉ 15⽇号…「地域で⽀える⼦育てで、家庭の孤⽴化を防ぐ」） 
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/matsudo_kouhou/kouhou/kouhou2020/20200915.html 
②フリーペーパー掲載：ちいき新聞（2020 年 11 ⽉ 13 ⽇号、新松⼾・北⼩⾦版 65120 部/松⼾駅周辺版 63703 部…「親⼦でチャレンジ！オンライン謎解
きイベント NAZONAZO QUEST」）・ちいき新聞（2021年 1 ⽉ 29⽇号、⼋柱・五⾹版 65940部/松⼾駅周辺版 63763部…「地域でつながる笑顔の⼦育て 
まつどでつながるプロジェクト」） 
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③松⼾市の男⼥共同参画を進める情報誌ゆうまつど掲載（NO69：2021年 3 ⽉発⾏） 
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/yuumatsudo.html 
④・第 15 回マニフェスト⼤賞：2020年 11 ⽉ 13⽇エリア選抜＜関東エリア＞ 
http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/docs/2020092800119/ 
●広報制作物等：当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、被服等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）につ

いて制作物の種類、発⾏・製作時期、概要リンク先、部数等を記載してください。 
①LINEスタンプ：2020年 6 ⽉ https://store.line.me/stickershop/product/12327360 
②つながるブレンドドリップコーヒー販売：2020年 9⽉販売開始 https://m-tsunagaru.com/t-coffee/ 
③プレスリリース資料：2020年 9⽉ 
④各事業ロゴマーク：2021年 3 ⽉ https://m-tsunagaru.com/about/ 
⑤チラシ：2021年 3 ⽉ 300部発⾏ 
★キッチンカーの制服、各事業のチラシ類全て 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h8TkYfArJjoR_KN1a_J6uvxve1zTBhd1JdSfP2jYUNs/edit#gid=0 

 
10.規定類の整備に関する報告 
1 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 完了 
2 整備が完了した規程類を webサイト上で広く⼀般公開していますか。：公開している 
→②で「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇：  
3 変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。：はい 
4 →③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550字以内】 
11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
1 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい 
2 内部通報制度は整備されていますか。： はい 
→②で「はい」の場合は、設置⽅法（複数選択可）： 内部に窓⼝を設置  
3 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。： はい 
4 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。： はい 
5 コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。：はい （2021年 6 ⽉に実施予定） 
※コンプライアンス委員会を設置していない実⾏団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正⾏為を資⾦分配団体に報告済かを回答してください。 
報告の対象となる不正⾏為とは、資⾦分配団体-実⾏団体間の資⾦提供契約書第 15 条に定めるものです。 
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：【550字以内】 
6 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）： 内部監査を実施予定 
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14.活動の写真 
 
 
 


