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2021 年度末報告書（実⾏団体） 
● 提出⽇ ：2022 年 4 ⽉ 15 ⽇ 
● 事業名 ：地域みんなで産前産後・⼦育てを応援！！  
● 資⾦分配団体 ：公益財団法⼈うんなんコミュニティ財団 
● 実⾏団体 ：産前産後ケア はぐ 
 
 
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
＊ 

 

妊娠早期からはぐと接点を持つことが
でき、⾃主組織や企業さんとの繋がり
ができる 

・定量： 
①⺟⼦⼿帳届出者のプレゼ
ント BOX 受領割合 
②協賛企業数 
③協働⾃主組織数 

プレゼント BOX 受領者が⺟⼦⼿帳届出
者の 80％ 
協賛企業数 20 社 
協働⾃主組織 30 箇所 

2023/2/
1 

①について、今年度の⺟
⼦⼿帳届出者の⼈数を問
い合わせ中にて数値が出
せていない。BOX 申し込
みは 9 ⽉〜3 ⽉の 6 ヶ⽉で
21 件にとどまる。新聞に
記事が掲載された際や、
雲南市全⼾に新聞折込で
PR した際は申込が⼀時的
に増加したことから、当
事者(妊婦)にタイムリーに
情報が届けることが有効
と考える。今後、妊娠中
からつながるためのリー
チの仕⽅は検討課題であ
る。 
②雲南市内の企業や店舗

２ 
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12 社に、プレゼント BOX
の協賛品を提供してもら
っている 
③協働⾃主組織は１箇所 
加茂⼦育て⽀援センター
と双⼦サークル活動のサ
ポートや、豚汁の会で共
同主催で連携できた。来
年度は、⾃主組織職員に
も LINE オープンチャット
で、地域のイベントなど
の情報提供で参加しても
らう予定にしている。 

LINE オープンチャットによって、マ
マどうしの気軽な相談が⽣まれ、また
関係機関の⼝コミが起こっている 

・定量： 
①LINE オープンチャット
登録⼈数 
②相談件数 
③地域のお役⽴ち情報の共
有件数 

LINE オープンチャット登録者 650 ⼈ 
相談件数 300 件 
地域のお役⽴ち情報の共有件数 300 件 

2023/2/
1 

①LINE オープンチャット
登録⼈数 123 ⼈ 
②相談件数 26 件 
③地域のお役⽴ち情報の
共有件数 206 件 
①〜③とも着実に増えて
いっている。相談内容に
ついても、⼦育てに関す
る悩みに加えて、7 ⽉に起
こった豪⾬災害では通⾏
⽌めや迂回路の情報など
リアルタイムな情報交換
が出来、 ママの不安解
消に繋がっていると実感
した。 

２ 

ママチャレンジ応援事業によって、マ
マがやりたいことに⼀歩を踏み出すこ

・定量：  
①寺⼦屋を開催(⾃分らし

ママ寺⼦屋開催したママの⼈数 20 ⼈ 
はぐの事業ボランティア参加⼈数 100 ⼈ 

2023/2/ ①2 ⽉からママチャレンジ
応援事業を開始し、2 ⼈の

２ 
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とができ、より多くのママに参加して
もらうことができ、より多くのママ同
⼠が顔⾒知りになっている 

く幸せに⽣きることの⼀歩
を実践)したママの⼈数  
②はぐの事業ボランティア
参加⼈数  
③寺⼦屋の参加⼈数 

寺⼦屋の参加⼈数 500 ⼈ 1 ママに講座やワークショ
ップを開催してもらうこ
とができた。 
②はぐの事業である、⼦
ども⾷堂にボランティア
で関わった⼈は 37 ⼈。中
学⽣から⾼齢者の⽅まで
幅広い年代のボランティ
ア参加があった。 
③寺⼦屋の参加⼈数 
講座/ワークショップ 25
⼈ 
⼦ども⾷堂 のべ 71 ⼈ 

NALU助産院と共に、ママ達の興味関
⼼に寄り添ったワークショップを開催
することで、産前産後について学ぶき
っかけを持てる 

・定量： 
①ワークショップ参加者数 
産前産後の NALU助産院
に委託した教室・講座のべ
参加者数 
②外に出ていこうとする⼈
の増加 
③周りの孤⽴しているママ
に声掛けをする⼈増加 

定量 
ワークショップ参加者 420 ⼈ 
NALU助産院に委託した教室・講座参加
者数 160 ⼈ 

2023/2/
1 

①ワークショップ参加者
数 8 ⼈ 
NALU助産院に委託した
教室・講座 のべ参加者数 
20 ⼈ 
産前産後の教室やワーク
ショップは参加者が伸び
悩んでいる現状。コロナ
感染で、外出を控えてい
るのも影響しているかも
しれないが、講座やワー
クショップの内容やリー
チの仕⽅についても今後
要検討と考える。来年度
はより気軽に産前産後の

３ 
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悩み解決や、学ぶ機会を
持てるよう、Instagramを
使ったサブスクのサポー
トサービスを開始する予
定。 
②は新たに双⼦ママサー
クルを作り、メンバーと
なったママ 15 ⼈。はぐチ
ャレンジに挑戦して、教
室を開いたママ 2 ⼈あ
り。はぐの呼びかけで活
動されるようになったマ
マが増えた。 
③については、双⼦ママ
サークルのメンバーは、
同じように双⼦育児に奮
闘しているママが孤⽴し
ないように呼びかけてい
る。 

産後ケア事業を NALU助産院に委託
し、産後も元気に過ごせるママが増え
る 

・定量： 
①産後ケアのべ利⽤⼈数 
②産後うつの減少 
 （虐待減少） 

産後ケアのべ利⽤数 100 ⼈ 
産後うつ（エジンバラ 9 点以上）5%減 

2023/2/
1 

①産後ケアのべ利⽤⼈数 
のべ 6名 
2022 年 1 ⽉から、NALU
助産院の助産師が 1名増
員できたため、産後ケア
が週 2回対応可能となっ
た。産後ケアの利⽤はま
だ少なく今後の伸び代と
考えている。利⽤者アン

３ 
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ケートでは満⾜度は⾮常
に⾼いため、今後は利⽤
促進に向けた活動も⾏っ
ていきたい。 
②産後うつの減少 
対象地域(雲南市)のエジン
バラ点数のデータを確認
していないため、評価で
きす 

地域連携事業により、協働が⽣まれ始
めている 

・定量： 
①親⼦でいける場所の増加
②⾃主組織の⼦育て世代イ
ベント参加者増加 
③リストや取り組み内容の
ファイル・リーフレットが
共有されている関係機関の
数 
  

定量 
親⼦で⾏ける場所 10 箇所 
⾃主組織の⼦育て世代イベント参加者
1500 ⼈ 
連携先との協議 5団体 
地域で頼れる⼈がいる 50％ 

2023/2/
1 

①１ 
②なし 
③なし 
今年度は⼦育て世代と地
域の⾃主組織をつなぐよ
うな活動はあまりできな
かったので、来年度の活
動として計画したい。 
 
親⼦で⾏ける場所作りと
して、加茂の⼦育て⽀援
センターと（株）コミュ
ニティナースカンパニー
と共同でイベント開催を
⾏った。 
 
加茂⽀援センターでぱぴ
この開催 
 
サークルメンバーが、は
ぐの活動やイベント参加
の声かけしてくれている 

３ 



6 
 

 
＊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 ☑アウトカムの⽬標値 

3. 活動に関する報告 

 添付資料を参照のこと 
 https://drive.google.com/file/d/15oq2GjaPf2phCN7jjqkw_VmdrDZXn2Ko/view?usp=sharing 
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 
新型コロナウイルス感染が⼼配で、講座に来られないママ達が産前産後の知識を得たり、気軽に相談できる場として、オンラインで個別
相談できるサービス構築を NALU 助産院に依頼した。 

 
③広報に関する報告 

シンボルマークの使⽤状況 
☑⾃団体のウェブサイトで表⽰している  ☑広報制作物に表⽰している  
☐報告書に表⽰している ☐イベント実施時に表⽰している ☐その他 

→「その他」を選択した場合は記載してください（⾃由記述）： 
 

広報 
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1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 
 ・7/1    特集「お産はやっぱり不安？不安も希望もまずは「書く」ことで⾃分⾃⾝を⾒つめ直してみましょう」 
    JA しまねこども倶楽部通信 1500部発⾏  
 ・12/3 ⼦育て応援プレゼント BOX ⼭陰中央新報  185,000部 
   
 2.広報制作物等 
 
 ・スッタフ⽤名刺      5/29   500枚 
 ・はぐもぐ⾷堂⽤チラシ   5/30      200部 
 ・はぐもぐ⾷堂⽤チラシ      6/23     300 部 
 ・LINE事業ポスター       8/5         20枚 
 ・はぐもぐ⾷堂⽤チラシ   8/16          2000部（市内⼩学校全配布） 
 ・LINEBOX ⽤挨拶⽂チラシ   9/7     200部 
 ・LINEBOX ⽤クーポン件         9/7     200部 
 ・スタッフ⽤名刺        10/8        100部 
 ・双⼦サークルチラシ              10/12   300部 
 ・スッタフ⽤名刺印刷              11/17   300部  
 ・LINEBOX ⽤挨拶分チラシ       12/20    100部 
 ・ママ・プレママ LINEグループ加⼊・プレゼント BOX宣伝⽤折り込みチラシ     12/28   10000部 
 ・季刊誌 No.2        3/3   1000部 
    ・ロゴ⼊りユニフォームポロシャツ    1/14         12枚 
 ・はぐもぐ⾷堂⽤ロゴ⼊りエプロン  9/9        5枚  
 ・ロゴバッチ 11/17 330 個 
 ・はぐホームページ 9⽉リリース https://hagu-web.studio.site/ 
 

3.報告書等 
  なし 

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 
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  なし 
 
④規程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 
→「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇： 

   WEBサイトの準備中のため。公開予定⽇：2022 年 9⽉ごろ 
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   
→「いいえ」を選択した場合の理由： 特に変更なし 

 
 
⑤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 

→「いいえ」を選択した場合の理由： 
 

2. 内部通報制度は整備されていますか。 
☑はい  ☐いいえ 
→「はい」の場合の設置⽅法（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 
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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 

→「いいえ」を選択した場合の理由： 
 
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       
→「いいえ」を選択した場合の理由：貸借対照表及び別表１に掲げる書類については、情報公開に⽤いるWebサイトを準備中 

 
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 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

 
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 

→「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 
 

 
⑥その他 

添付資料 
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はぐもぐ⾷堂の様⼦（⼦ども⾷堂事業） 

 
教室・ワークショップ開催のためのツール講習会の様⼦（ママチャレンジ応援事業） 

 HAPPY プレママ プレゼント BOX 


