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年度末報告書（実⾏団体⽤） 
※報告書内の⻘⽂字は説明内容、⾚⽂字は⽂字数上限になりますので提出時には削除してください。 

 
１年⽬ 年度末報告書 

1．事業名 台⾵ 19 号による被害を受けた⼦どもとその保護者への⽀援事業 
2．実⾏団体名 特定⾮営利活動法⼈ながのこどもの城いきいきプロジェクト 
3．実施期間 2020 年 6 ⽉ 9 ⽇から 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
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 
 ⻑野市北部地域において、⼦どもや保護者が⼼の元気を取り戻し、地域
の復興に⼀歩を踏み出せる。 
 
 

 

短期アウトカム 
１ ⻑野市の台⾵ 19 号の深刻な被害を受けた⻑野市北部地域で、⼦ども
がストレスを軽減している。 
２ ⻑野市の台⾵ 19 号の深刻な被害を受けた地域で、⼦どもが健やかな
成⻑の機会を得ている。 
３ 本事業を通して、地域の⼈たちとのコミュニケーションの場や学習の
機会を得ることで、⼦どもたちが⾃らの⽣き⽅に主体性を持ち、積極的に
社会に参画していけるようになる。 
４ 台⾵ 19 号の深刻な被害、コロナ禍と続く中、⼦どもが家庭で伸び伸
び過ごしている。 

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
（     ） 

アウトプット 
１ ⼦どもの居場所の設置と運営 
 
２ ⼦どものリフレッシュプログラム 
 
３ ⼦育て中の保護者の居場所の運営と傾聴活動 

 
 
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
（     ） 
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6.事業進捗に関する報告（詳細）  
報告期間中に実施した活動（事業計画の「活動」）について、以下の観点を含めて記載してください。【2000 字以内】 

・事業実施の意義を具体的に伝えられるエピソード 
・事業を取り巻く状況の変化の有無と概要（コロナ感染拡⼤が事業実施や事業成果に与えている影響があれば含めて記載してください） 
・対話連携の要素を含む実施内容と成果、影響（住⺠参加、ボランティア・会員等参加、企業等の連携・協賛・共催、NPO等との協働、学術研究機関等 

との協働、その他団体等との協働など） 
≪⼦どもの居場所の設置と運営≫ 
【⼦どもの居場所＠バーチャル／毎週⼟曜⽇】 

年度初めは市内の学校が休校になるなどコロナの影響が⼤きく事業実施ができなかったが、「⼦どもの居場所＠バーチャル」については早急な対応が求められ
ているという認識から、5 ⽉より試験的に⾏い 6 ⽉以降 2 会場（古⾥公⺠館・豊野公⺠館）で本格的に事業をスタートさせた。参加者数が伸びてきたのは夏休
み明けの 9⽉以降で、中学 3年⽣を中⼼にリアル参加の需要も⾼まった。オンラインの活⽤⽅法として【学習ボランティアを⾃宅からつなぐ】＋【複数の会場
にいるスタッフをつなぐ】に⼒を⼊れたことで、限られたスタッフ⼈数で最⼤限の学習⽀援を届けられる体制を整えることができた。NPO 法⼈⻑野県 NPO セ
ンターに学習⽀援スタッフ・ボランティアの調整を担っていただけたことで、安定した⼈員配置を⾏うことができた。参加者アンケートからは、「学習環境が整
っている場」を求める声が多く（47％）、学習⽀援を受けられる場（20％）や⾼校⽣や⼤学⽣から情報を得る場（20％）、探究的な学びができる場（13％）を求
める声も聞かれた。また、安⼼して過ごせる場を提供できたことがリピート率 100％につながった。保護者の満⾜度も⾼く、学習⽀援の質の⾼さを求める声や、
⾷事⽀援への期待の声も聞かれた。⼀⽅で参加者数は当初の予定を⼤きく下回り、周知の難しさを感じた。 
【公⺠館⾃習室／毎週⽊曜⽇】 
 豊野地区で平⽇放課後のリアルでの学習⽀援を求める声が多く聞かれたため、⼦どもの居場所＠バーチャルの会場でもある豊野公⺠館⾃習室の充実を図るた
めに 10⽉から試験的に実施。中学 3年⽣を中⼼に参加者が増え、放課後の居場所としての役割を担った。 
【⼦どもの居場所 in 古⾥（あそびの広場ふるさと）／毎週⽇曜⽇】 
 コロナ対策が落ち着いてきた 9⽉からスタートし、被災したりんご農家の⼦どもたちを中⼼に 2歳児から⼩学 5年⽣までの参加があった。幅広い年齢層の⼦
どもたちが⼀緒に過ごすことでのメリット・デメリットがあり、開催都度参加者の顔ぶれを⾒て⼦どもたちが過ごしやすい環境づくりに⼼がけた。「静」と「動」
の活動バランスにも配慮しながら、⼀⽇のスケジュールを⼦どもたち主体で決定し、それに沿って過ごした。毎回スタッフが企画した⼯作体験では、参加者そ
れぞれの個性あふれる作品が保護者にも好評。12⽉以降はコロナ感染拡⼤に伴い、中⽌や短縮実施の対応に追われたが、参加者からの声がけにより新規参加者
も少しずつ増えた。⼦ども同⼠の会話の中で被災に関する話題が出たり、送迎時に保護者の⽅から困りごとについての相談があったりと、少しずつ関係性が深
まってきている。 
【⼦どもの居場所 in 新⽥町（ながのこどもわくわくカフェ）／第 1・3 ⽕曜⽇、第 2⾦曜⽇】 
 災害⽀援の延⻑として、街中に通学している⾼校⽣や地域外に居場所を求める様々な悩みを持つ保護者や⼦ども達が気軽に集える居場所を街中に設置。⻑野
市内で直接的な台⾵災害を受けていない⼦どもたちも間接被害者と捉え、⻑野市内全域から参加を受け⼊れた。コロナ感染拡⼤予防対策をしながら、安全・安
⼼に過ごしていただける居場所づくりを⾏ってきた。未就学児から⾼校⽣までの参加者と、⾼校⽣から社会⼈までのスタッフやボランティアが集い交流した。
⾷事⽀援と学習⽀援、思春期相談を 3本柱とし、⾷事⽀援と思春期相談を当法⼈が、学習⽀援を NPO法⼈⻑野県NPOセンターが担いながら運営。フードバン
ク信州や⻑野地域こどもカフェプラットフォームなどから提供していただいた⾷材を活かしながら、栄養バランスの取れた⾷事を提供。参加者から好評を得て
いる。学習⽀援の充実を求める保護者が多かったことから、学習⽀援スタッフを増員して対応。学習時間は⼩学⽣以下と中学⽣以上のスペースを分けるなどの
⼯夫を凝らした。悩みを抱えて参加に⾄る参加者も多く、専⾨スタッフと連携しながら対応。街中だからこそ担える役割が⾒えてきている。 
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≪⼦どものリフレッシュプログラム≫ 
【⻑野市復興記念事業「今こそ応援『がんばろう NAGANO』2020」への参加】 
頑張っている⼦ども達の思いのこもった原画を募集し、⼊賞４作品の原画をもとに先輩の若者たちのグループにイラストを依頼。出来あがったイラストで⽸
バッジを制作し、⻑野市復興記念事業「今こそ応援『がんばろう NAGANO』2020」に参加した⽅たちに届けた。 
【ウィンターキャンプ／12⽉】 
 都市部でのコロナ感染拡⼤の中、直前まで開催可否の判断に悩まされたが、参加者や学校からの強い要望があり開催に踏み切った。コロナ対策を万全にし、
プログラムの⼀部を変更して実施。地元でも経験の少ない宿坊宿泊体験、野外レクリエーションや SDGｓワークショップなどが⼤変好評だった。⻑野県⽴⼤学
の学⽣スタッフが⼦どもたちとの距離を上⼿に縮めてくれた。初めての宿泊体験という参加者もおり、個々への細かな対応が必要だったため、事前説明会や学
校との打ち合わせなど万全な準備を⾏った。参加者アンケートでは 100％が満⾜している（89％）、ほぼ満⾜している（11％）と回答。「いろんな⼈とつながる
ことができた」「安⼼して参加する事が出来た」と 90％の参加者が回答。保護者アンケートでは、回答者の 9割以上が「参加したことで⼦どもが元気になった」
「安⼼して参加させることができた」と回答。「帰宅した⼦どもがとても良い表情をしていて、それが嬉しくて泣きそうになりました」「災害やコロナで我慢が
多かったので、とても楽しかった様⼦で、もっと⻑くいたかった！と⾔っていました」等、リフレッシュの良き機会となった様⼦が伝わるコメントが多く寄せ
られた。 
【春のリフレッシュプログラム／3 ⽉】 
 ウィンターキャンプの保護者アンケートで、「⽇帰りでも低学年も参加できるキャンプがあれば嬉しいです」との声があったため急遽追加した事業。⻑沼⼩学
校の全校⽣徒及びその弟妹（年中・年⻑）を対象に募集をかけ、25名が参加。パラリンピックの正式種⽬でもある「ボッチャ」を体験しながら、⼼と体をリフ
レッシュ。NTTながのサポーターズのボッチャ指導員や⻑野県⽴⼤学の学⽣に参画いただき、それぞれの強みを⽣かした役割分担で運営。 
≪⼦育て中の保護者の居場所の運営と傾聴活動プログラム≫ 
【パパママサロン／6 ⽉】 
 コロナ感染拡⼤の中で⼤⼈を集めることのリスクが懸念されたため、オンライン開催で企画。⻑野市社会福祉協議会などを通して対象者に周知したが参加に
は⾄らず。関係性のない中でオンライン実施への抵抗感があったのではないかと推測される。あそびの広場ふるさとの送迎時などに、保護者同⼠で話をしたり
スタッフに相談をするケースがあった。⼦どもの居場所が保護者の居場所としても有効的だった。また、学校から保護者の悩みに寄り添ってもらえないかとの
相談があった。 
≪その他≫ 
【緊急時における⼦ども⽀援に関わるスタッフ研修会／3 ⽉】 
 様々な⽴場で災害に関わった⽅たちとともに課題を共有し、今後の災害に備え平時から⼦ども⽀援関係者や⾏政がともに学び顔の⾒える関係づくりをしてい
くことの必要性を再認識した。法⼈関係者 5名、協働関係者 2名、⾏政関係者 1名、県外⽀援者 2名の計 10名が参加。 
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。 ： 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている ／ その他（    ） 
→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：【550 字以内】 
   新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤により、外出⾃粛等や密にならないよう⾏政からの指導により、開催回数が 80％くらいの実施率である。 
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。： 計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／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：【550 字以内】 
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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 
以下の観点を含めて記載してください。【2000 字以内】 

・進捗状況が「計画より遅れている」場合の理由と対策 
・報告期間中に起きた問題点と対策 
・次年度の計画の⾒直しの必要性有無と変更概要 

≪⼦どもの居場所の設置と運営≫ 
【⼦どもの居場所＠バーチャル／公⺠館⾃習室】 

参加者数は伸び悩んでいるが他の事業アンケートからはニーズが窺えるため、参加者アンケートや学校へのヒアリングをもとに実施内容を調整し継続してい
く。まずは地域ごとの公⺠館⾃習室を充実させることでリアル参加者を増やしながら、コロナ感染拡⼤の際にはオンライン参加に切り替えていける体制づくり
を続けていきたい。⻑沼地区では、まだまだ⾃宅に戻れず地域外に居住している世帯も多く、⼯事⾞両も多く⼊っていることなどから、地域内に会場設定をし
ても参加が⾒込めない。対象者へのヒアリングを実施し、現状ニーズに合った体制づくりを模索していく。 
≪2021 年度予定≫ 
① ⼦どもの居場所＠バーチャル（年 48回） 
 毎週⼟曜⽇ 12：00〜16：00／古⾥公⺠館 
② 公⺠館⾃習室（年 48回） 
 毎週⽔曜⽇ 15：30〜19：00／豊野公⺠館 
※曜⽇ごと 2名のスタッフが現地に⼊り会場運営にあたる。 
 新⽥町オフィスにオンライン担当スタッフ 1名が⼊り、学習ボランティアの学⽣を現地につなぐ。 
※年度前半は参加者⾒込みが低いことから、探究的な学びができるプログラムや⾼校⽣・⼤学⽣から学びを得るプログラムを取り⼊れ集客につなげる。 
※企業との連携により「IT モラル講座」を取り⼊れ、安⼼・安全に参加していただける環境づくりを整える。 

【⼦どもの居場所 in 古⾥（あそびの広場ふるさと）】 
 参加者ニーズが⾼いことから、2021 年度は第 1・2・3 ⽇曜⽇（年 36 回）で予定。改めて周知に取り組むとともに、⼦どもたちの⼼に響く企画（iPadを使っ
たプログラミング等）を織り交ぜて新規参加者を獲得していく。送迎時の保護者との交流にも配慮し、困りごとや求めていることなどを引き出せる場（パパマ
マサロン）を設定していく。コロナ感染拡⼤に伴い古⾥児童センターの利⽤ができなくなったため、現状古⾥公⺠館を毎⽉予約で会場として確保しているが、
対象者の現状ニーズの把握に努める中で調整を⾏っていきたい。また今後参加者が増えてきた場合には、コロナの状況をみながら、遊び⽀援ボランティアを積
極的に受け⼊れていきたい。 
【⼦どもの居場所 in 新⽥町（ながのこどもわくわくカフェ）】 
 2021 年度も第 1・3 ⽕曜⽇と第 2⾦曜⽇（年 36 回）で予定。被災地から街中に通学している⾼校⽣や地域外に居場所を求める⼦どもたちを中⼼に⻑野市内
全域から参加を受け⼊れ、それぞれの悩みや困りごとに応じた寄り添い型⽀援を⾏っていく。スクールソーシャルワーカー等からの紹介でつながってくる参加
者も多く、専⾨スタッフと連携しながらの⽀援が必要となっている。スタッフ研修なども取り⼊れながら、⼦どもたちが安⼼して過ごせる場づくりを継続して
いきたい。また学⽣スタッフ・ボランティアへの希望者は多く、学⽣たちの学びの場としての役割も担っている。学⽣が企画した遊びを取り⼊れるなど、より
⾃発的に参加できる体制を整えていく。⾷事⽀援については、コロナの感染状況に応じてテイクアウトに切り替えるなどの調整を⾏ってきたが、今後も同様に
対応していく。 
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≪⼦どものリフレッシュプログラム≫ 
【サマーDAYキャンプ】 
 昨年度の「春のリフレッシュプログラム」を「サマーDAYキャンプ」として 7/31 に拡⼤実施。NPO法⼈飯綱⾼原よっこらしょと協働で、⼩学校の幅広い学
年が参加できる森林体験などのプログラムを作成し、⼦どもたちの⼼と体のリフレッシュを図る。これまで通りコロナ対策を徹底し、安⼼して参加していただ
ける環境づくりを継続していく。 
【ウィンターキャンプ】 
 昨年⼤変好評だったことを受け、2021 年度も継続開催を予定。⼩学校 5・6 年⽣を対象に善光寺周辺で楽しめるプログラムを検討していく。昨年度参加の 5
年⽣のリピート参加も⾒込めることから、新規プログラムも取り⼊れていく。宿泊を伴うイベントのため、コロナ対策においても慎重に進めていく必要がある
と考える。状況をみながら、学校などと密に連携し準備を進めていきたい。 
≪⼦育て中の保護者の居場所の運営と傾聴活動≫ 
【パパママサロン】 
 他の企画等を通してまずは対象者との関係性構築を図り、対象者が求める形を模索していく。⼦どもの居場所と同時開催するなど⼯夫するとともに、⻑沼地
区、古⾥地区それぞれで年 4 回の実施を予定。また学校などを通してつながった相談については、組織内外の専⾨家と連携して対応していく。 
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。 
・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。 

・報告書等：JANPIAに提出する報告書以外に、対外的に報告書を提出した場合は、報告書提出⽇、提出先等を記載してください。 
≪⼦どもの居場所プログラム≫ 
【⼦どもの居場所＠バーチャル／公⺠館⾃習室】 

・チラシを２中学校⽣徒に 3 回、⻑野市社会福祉協議会、２公⺠館 1⽀所に計 3,400枚配布 
・週刊⻑野（7 ⽉ 4⽇号にコラム掲載） 
・⻑野県社会福祉協議会発⾏の「やまびこ通信（3 ⽉号）」に取材記事が掲載 

【⼦どもの居場所 in 古⾥（あそびの広場ふるさと）】 
・チラシを⻑沼⼩２回、鍋屋⽥⼩、⻑野市社協、スポコミ東北、３公⽴保育園に計４９０枚配布 

≪⼦どものリフレッシュプログラム≫ 
・⽸バッヂ原画募集チラシを⻑沼⼩、スポコミ東北に計 150枚を配布 
・ウィンターキャンプチラシを⻑沼⼩に計 100枚配布 
・春のリフレッシュプログラムチラシを⻑沼⼩ 2回、計 200枚配布 

≪⼦育て中の保護者の居場所プログラム≫ 
・パパママサロンチラシを⻑野市社会福祉協議会、1⽀所に計 100枚配布 
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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 ／ 整備中 
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。： 全て公開した ／ ⼀部未公開 ／ 未公開 
→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：【550 字以内】 
   公開を検討中 
 
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 ／ いいえ 
→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／いいえ 
→①で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】 
   新型コロナウイルス感染症感染拡⼤により、開催回数が減少している。 
② 内部通報制度は整備されていますか。： はい ／ いいえ 
→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 ／外部に窓⼝を設置 ／JANPIAの窓⼝を利⽤ 
 
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 ／ いいえ  
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】 
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 ／ いいえ 
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】 
    
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 ／ いいえ 
※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／外部監査を実施／実施する予定がない 
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由：【550 字以内】 
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14.活動の写真 
 

   ⼦どもの居場所ʻバーチャルでの学習⾵景            ⼦どもの居場所＠バーチャルリアル学習室での学習⾵景 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ⼦どもの居場所 in 古⾥で⼯作の時間              春のリフレッシュ・プログラム ボッチャ☆チャレンジ Cup 


