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Ⅰ．事業概要（総括）

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
１．資⾦分配団体としてのアウトプット（※⾮資⾦的⽀援部分を中⼼にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

⽣活困窮者
居場所の不
⾜

全国

その他
事業実施上
の困難

全国

２．実⾏団体のアウトプット合計 ※別の様式で取りまとめている場合はそちらでの代替が可能です。シートを追加し、貼り付けください。

①受益者 ②課題 ③対象地域

⽣活困窮者
居場所の不
⾜

全国

⽣活困窮者
居場所の不
⾜

全国

⽣活困窮者
相談先の不
⾜

全国

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．資⾦分配団体としての⽀援の取り組みに対する総括

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

想定外のアウトカムについて、良い波及効果としては、今回の事業を通じ、これまで無料低額宿泊所や⽇常⽣活⽀援住居施設が存在しなかった県・市での⾏政との連携、必要要項整備について、本事業実⾏団体が⾏政に働きかけを⾏ったことで取り組みが進んだという報告があった。今後同市・県において同様の⽀
援付住宅が設置される際に取り組みがスムーズに進むことが期待される。また、住宅物件について賃貸ではなく団体が所有としたことにより、賃貸料等の団体内でこれまで発⽣していたコストの削減につながり、団体の財政基盤の安定化、事業運営の継続性向上といった良い効果があったという報告もあった。多く
の団体では、本事業に際し、より地域に根差した⽀援活動を⾏うことにつながるため、さらに地域や⾏政との連携が強化された様⼦がうかがえた。

本事業課題についての啓発のための動画作成

調査普及啓発・アドボカシー⽀援
本事業が取り組む住宅困窮者の課題や⽀援付住宅提供ニーズについては依然社会の関⼼が⾼いとはいえない。そのため、2019年度通常枠で採択された事業と協働で、啓発のための動画作成を⾏っている。完成は2022年
5〜6⽉頃を予定しており、到達度については現状では正確には計れないが、今後様々な場で活⽤していきたい。

考察等

①実⾏団体となった全国4カ所において、1実⾏団体当たり平均12〜13室程度の⽀援付住宅が開設し、今後も事業として継続して居住⽀援を⾏う⾒込みができた。⼀⽅地⽅⾃治体や⼀般住⺠の間では、これらの施設への無理解や、それに伴う反発もみられ、こうした⽀援付住宅施設の必要性や各地域との連携につい
ては引き続き理解を求める活動を⾏っていく必要性を強く感じている。
②職場募⾦のシステムについてはアウトプットに記載のキャンペーンの結果を加味して現在も改善を重ねている。また、実際に導⼊を希望する企業についても現在数社が興味を⽰しており、順次参加いただき、休眠預⾦が解決を⽬指すSDGsの諸課題についても解決に取り組む団体の資⾦調達の⼀助となるような仕
組みを提供していく。

資⾦分配団体の取り組み詳細（実⾏団体に対する⾮資⾦的⽀援）
取り組み 取り組み分類 到達度 概要および考察

事業実施以降に⽬標とする状況
①全国７か所程度において、⼀実⾏団体あたり30室程度の⽀援付き住宅を提供する事業が継続的に展開されており、合計約200⼈の住宅困窮者に住まいを提供することができている状態。
②コロナ緊急枠終了後も⽀援付住宅建設やその他の社会的課題解決を続けるための職場募⾦の仕組みづくりが終了しており、募⾦キャンペーン参加企業を増加させている状態。

施設への⼊居者数
・施設への⼊居(⾒込
み含)者数

・38⼈・世帯 ・14⼈・世帯
近隣住⺠との事業についての合意形成において慎重を期す必要のある1団体を除き、すべての団体が⼊居者・予定者が⾒込まれている。住居の完成⾃体は⼯期の延⻑等により遅れたも
のの、住居整備と並⾏して⼊居者の募集を⾏っていたことが功を奏したことがうかがえる。

⼊居者への⽀援(就業⽀援、地域との交流、⽣活
⽀援等)

⼊居者への⽀援回数
⼊居者へ適切かつ定期
的な⽀援を⾏う。その
ための準備を⾏う。

・⼊居者⽀援について
は未実施
・⽀援準備については
おおむね完了

⼊居者への⽀援については、全ての団体が事業終了直前・直後の⼊居開始であったため、事業期間中にはほとんど⾏うことがなかった。
⼀⽅で、⽀援の準備については、就業⽀援への参加者の募集、⽀援体制確⽴のためのスタッフの研修(先進的に取り組んでいる団体への視察、関係連携先へのヒヤリング等)をいずれの
団体でも積極的に取り組み、⽀援開始の準備は整っていることがうかがえる。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

⽀援付住宅施設の整備・開設
・施設の完成
・総⼊居可能室数

・全団体の施設の完成
・⼊居可能室数55室
(全団体合計)

・全団体施設ほぼ整備
完了
・⼊居可能室数53室

ほぼすべての団体が、事業期間中に⽀援付住宅施設の整備を完了した(⼀部、外壁・外溝⼯事等が残っている団体もあるが、完了予定も明確となっている)。
また、⼊居可能室数についても、安全性・利便性の確保のため当初計画から若⼲室数を減少した団体が1団体あった以外は、全て予定通りの室数で施設の整備を⾏った。

全国7か所程度において⽀援付き住宅の供給を開
始する。

①⽀援付き住宅の設置
個所数
②⽀援付き住宅（部
屋）の提供⼾数
③⽀援付き住宅への⼊
居率
④⽀援付き住宅への⼊
居者数

①７か所程度
②200室程度
③50％
④200⼈程度

①4か所
②53室程度
③約26％
④14⼈・世帯程度(⼊
居⾒込み含む)

本事業は、住まいを失い、また⾃⼒では⽣活の再建・住まい探しが困難な要⽀援者を対象とした事業である。
実⾏団体公募に際しては、当初1団体当たり5000万円〜1億円程度の助成⾦額で7団体の採択を⾒込んでいたが、各団体からの応募からは、物件取得・整備にかかる費⽤の予算がいずれ
の団体も7000万円程度〜1億円規模と、想定以上の予算規模となることが判明した。そのため、審査に際し助成可能⾦額限度内で選定した結果、実⾏団体としては5団体を内定するに
とどまった。その後、内定団体のうち1団体より、審査期間中に物件取得が困難になったことによる内定辞退があり、残りの助成可能⾦額内で更に1団体を内定とすることも困難であっ
たため、最終的には4団体を実⾏団体として決定した。この結果、①設置個所数については、⽬標値に⽐して下回ることとなった。
また、②提供⼾数については、当初は⼀カ所あたり20〜30室の⽀援付住宅を開所することで経営⾯でも円滑化し、各団体が継続的に⽀援を⾏えるようになることを想定としていた。
しかし、前述の状況に加え、地域によっては提供⼾数が20〜30⼾程度の建物を購⼊・整備するためには、本事業の助成上限⾦額(1億円)では全額をカバーできず、10⼾前後の規模の物
件整備が限界であるという実態や、事業を継続するための採算性を考慮する際も、⽇住等の制度利⽤を前提とした施設では、⼾数増加に伴い配置⼈員の増員が必要となるという状況か
ら、本事業モデルの規模では、地域にはよるものの平均12〜13室程度の施設規模が事業⽬的に沿う形でかつ実態に合う施設として適正であるということが判明した。
③⼊居率については、全団体の⽀援付住宅の提供⼾数の総数に占める⼊居者(⾒込み含む)の総数で記載している。今回、建物整備に際しては、コロナ禍を主な要因とした世界的な資源
不⾜による⼯期遅延がいずれの団体でも発⽣した。また、⼀部団体では近隣住⺠との調整に難航し、住居整備については完了したが、事業開始(⼊居者受⼊)については依然調整中であ
る。そのため、いずれの団体でも事業終了時点では住居の完成⾒込みは確実な⼀⽅、⼊居については順次となったことから、団体ごとに⼊居率のばらつきが⽣じた。各団体の提供⼾数
に対する⼊居(⾒込み含む)率は下記の通りである。
・ささえる 44%
・POPOLO 40%
・Colabo 13%
・共⽣福祉会 0%
そのため、④の⼊居者数についても、事業終了時点での結果は記載の数値にとどまっているが、すでに近隣住⺠や団体・⾏政との連携構築が完了し⽀援を開始し始めている団体と、地
域との調整など事業開始までの準備が依然進⾏中である団体とがある。いずれの団体でも今後速やかに⼊居者の受⼊、要⽀援者への⽣活⽀援等の実施が⾒込まれており、進捗について
は本事業の終了後も随時各団体から報告を受けるものである。

職場募⾦を展開するためのITシステムとキャン
ペーン⼿法が確⽴している。

①ITシステムの稼働
②モデルキャンペーン
実施数
③モデルキャンペーン
参加社員数

①システムが稼働する
②２回
③参加企業の従業員の
10％程度

①システム完成・稼働
②1回
③1企業、325名（当
該企業の従業員数の
55%）がキャンペーン
に参加

実⾏団体の継続的な事業運営のための継続的な資⾦調達の⼀環として、本システム構築による企業からの寄付流⼊のプラットフォーム構築を⾏った。実施項⽬は⼤きくわけて2つあり
「オンラインシステムの構築」と「キャンペーン⼿法の確⽴」である。
オンラインシステム構築では、オンライン寄付決済を可能とするシステムの構築を実施した。弊財団が持つGive Oneで得たノウハウを⽣かしつつ、要件定義を実施後に構築を⾏っ
た。また、本事業は「社員寄付」を誘発するための仕組み（後述）をオンラインシステム上に搭載する必要性もあるため、決済システムとは別に、社員同⼠のソーシャルコミュニケー
ションを可能とするオンラインシステムの構築も実施した。
キャンペーン⼿法の確⽴では、先⾏モデルとした⽶国でのモデルを参考に、⽇本⼈の気質に合ったキャンペーン⼿法を考案した。実際には実⾏団体やそれに関連する社会課題に対して
社員がアクション（イベント参加、動画視聴、街頭募⾦参加等）した場合、ブログ形式でそれを他の社員にシェアする「アクションレポート機能」と、もっとも簡単な⽀援として実⾏
団体に応援メッセージを送る「応援機能」によって、社員の参画意識を誘発・向上させるものである。考案後、先述の通りオンラインシステムとして構築を⾏った。
上記の構築ができた状態（β版）で、実際にモデル企業の中でキャンペーンを実施した。キャンペーンを通して明確になった課題・改善点は以下の通りである。
■オンラインシステム構築
・企業によって当⽅に提供できる個⼈情報のレベルがさまざまである。提供される個⼈情報が少なければ少ない程、ユーザーが利⽤する際のシステム内での処理の段階が増える（認証
の回数など）ため、寄付へのハードルになりやすい
・インターフェースのユーザービリティ
■キャンペーン⼿法の確⽴
・企業ごとにすでに持っている社員間の連絡ツール（イントラネット等）と機能重複する部分があり、その点についてはオンラインシステムが利⽤されづらい状況があるため、事前調
整が必要
・コミュニケーションツールは、常に「動いている感」がないとユーザーは使いにくい
・キャンペーン開始時に、いかにこのコミュニケーション機能を稼働させるための仕掛け作り、スケジュール作りを⾏うかが重要である

本事業終了後も、この度の構築において得た改善点を元にすでにブラッシュアップの作業を開始している。

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

本事業では、コロナ禍で更に深刻になりつつある住宅困窮者の状況に対する⽀援として、居住⽀援を⾏う団体に対し住宅物件の取得・建設を⾏うための資⾦を助成し、また職場募⾦システム構築による⺠間資⾦喚起を通じ「住宅⽀援」と「就労含む⾃⽴⽀援」の双⽅が継続的に提供される⽀援システム構築を⽬的と
した。
実⾏団体として採択された4団体は、個々の地域ニーズに合わせた物件の取得・整備を進めた。コロナ禍による世界的な資源不⾜等により、物件整備の⾯ではどの団体でも当初計画から多少の遅延が⾒られたものの、事業完了時にはすべての⼯事が完了(⼀部⾒込)し、殆どの団体で⼯事完了後速やかに要⽀援者の⼊
居が始まった。
⾮資⾦的⽀援では全国ホームレス⽀援ネットワークから実⾏団体へ居住⽀援施設運営のためのノウハウや⾏政・地域との連携・協働のための事例共有等を⾏い、それぞれの地域で今後本格的に居住⽀援施設を運営するための⽀援を⾏った。
総評として、本事業を通じていずれの団体でも今後継続的に住宅困窮者に対して住まいを提供できる住居が整備されたことで、該当地域の社会的インフラとして今後機能していくことが期待できる結果となった。

課題設定、事業設計に関する振り返り

本事業では、コロナ禍で経済的打撃を受けた⼈々の直⾯する⼀つの課題として今後深刻化・顕在化していくと考えられる住まいの問題について、課題として設定した。住まいの提供をはじめとする住宅困窮者⽀援は、単純な住まいの提供にとどまらず、⾃⽴のための就労⽀援なども含めた⻑期的な⽀援が望まれる
が、従来居住⽀援の多くは建物については取得ではなく賃貸で運営している団体が多くみられた。今回、イニシャルコストの部分で資⾦的⽀援を⾏ったことで団体が物件を取得し、職場募⾦システム構築を通じた⺠間資⾦の喚起によって事業終了後も各団体が⻑期にわたって継続的に事業を⾏うことにつながった。
実際の応募状況(15件応募)から⾒ても、本事業への関⼼度の⾼さ、ニーズの⾼さが伺え、課題設定の妥当性を強く実感した。
⼀⽅で、住宅取得という特殊な事業設計上、応募時に予定した物件について内⾦が助成対象外となるため押さえられず、審査会での内定後に建物が確保できなくなり辞退する団体がみられた。また、都市部での物件取得・整備には想定以上に費⽤が必要な実態もみられた。本事業のニーズの⾼さからも、類似の事業
プログラム実施の必要性は⾼いと考えられるが、その際は上記の細かい事業設計に関する部分は改善を⾏いたい。
なお、コロナ感染拡⼤による影響は、公募設計当時想定していた以上に⻑引いており、その中で本事業の重要性もより⾼まっている。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

コロナ禍で住まいを失った⼈、住まいの確保
が困難である⼈

受益者の⼈数 約200名 対象地域

実施時期: 2021年3⽉〜2022年3⽉

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: コロナ禍の住宅困窮者事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈パブリックリソース財団
実⾏団体数: 4団体

事業において主たる⽀援対象となった者（受益者） 全国

事業進捗の確認・管理
事業運営⽀援 想定通りの成果 毎⽉の⽉次ミーティング以外にも、適宜団体の状況を確認し、課題について随時対応の相談に応じた。最終的に、⼯期⾃体の遅れはあったものの、建物の完成を全団体で完了することができた。

⽀援付住宅運営のためのノウハウ共有等の専⾨的⽀援

事業運営⽀援 想定通りの成果

コンソーシアム構成団体である全国ホームレス⽀援ネットワークによる専⾨的⽀援を通じ、今回の建物整備の部分のみにとどまらず、事業終了後も継続的に事業運営を⾏うために必要な制度利⽤、⼈員配置、他地域での取り組み事例等に
ついて、個々の団体のニーズに応じたアドバイスを実施した。これにより、各団体でも今後の事業についての展望が⾒え、また今後の取り組みの計画も⽴てることができていた。

職場募⾦⽤ITシステム構築による、実⾏団体への資⾦⾯
でのサポート

資⾦調達⽀援 想定通りの成果

上記「資⾦分配団体としてのアウトプット」に記載のとおり、オンラインシステム構築およびキャンペーン⼿法の確⽴の両⾯から取り組みを⾏った。実際のモデル企業によるキャンペーン実施の中で、上記に記載したような課題・改善点
も⾒え、本事業終了後も、この度の構築において得た改善点を元にすでにブラッシュアップの作業を開始している。
本取組を通じて、実⾏団体への資⾦的⽀援にとどまらず、参加企業社員に対する実⾏団体の取り組み・社会課題に対する興味関⼼の喚起や啓発にもつながったことを実感している。



Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

有無

無

有

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(独⾃で通報制度整備)

7.事業完了した実⾏団体へ監査を⾏いましたか。 未実施(状況を右に記載） コロナウイルス感染拡⼤状況を考慮しながら随時実施予定

8.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、または受領して
いますか。

いいえ

⾃由記述
事業設計時に設定した課題については妥当でありつつ、それに取り組む団体の資⾦的ニーズは想定以上に⼤きいと感じた。居住⽀援を⾏う団体にとっては、⽀援施設を団体で所有し運⽤していくことは事業の継続性・団体の基盤強化としても重要な側⾯をもつ。単純な⽀援施設の整備のみならず、事業を将来にわたって継続できるという点で、緊急⽀援での事業でありなが
ら⾮常に今後の波及効果が期待される休眠預⾦活⽤事業となった。住宅⽀援事業のその重要性、社会へもたらす効果等を鑑み、実⾏団体の今後の事業継続⽀援等に留まらず、アドボカシー活動はじめ本領域への取り組み・認知が広がるような⽀援についても⾏っていく。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。 はい(内容を右に記載)

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査

内部監査

実施予定はない
(右に理由を記載)

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っていますか。 はい

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。 はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。 はい

2. 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.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更があり報告済

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように改
善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開していますか。 全て公開した

広報制作物等 住宅困窮者の実態や⽀援の重要性について、広く周知・啓発するため、本事業実⾏団体及び弊財団にて2019年度通常枠採択事業として進⾏している住宅事業の実⾏団体への取材を⾏い、動画作成を⾏っている。(制作進⾏中、5⽉〜6⽉完成⾒込み)。
本動画も活⽤し、2022年夏頃には本事業実⾏団体にも参加を呼びかけ、フォーラムを開催する予定である。

報告書等

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況 内容

補⾜説明

直接事業費＝実⾏団体への助成⾦については、内定団体に辞退があったことと、それぞれの団体で応募時より⼯事費⽤の増額等が⾒られた結果、残⾦でもう1団体内定とすることも難しかったため、4団体で上記の実績額の助成となった。実⾏団体数の減
少に伴い、特にコンソーシアム構成団体で⽀出予定であった管理的経費・PO関連経費分について⽀出がなくなったため、執⾏率もこれに伴い減少した。

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

合計 \502,999,762 \0 \502,999,762 \437,613,433 87%
プログラムオフィサー関連経費 \2,999,997 \2,999,997 \0 0%

89%
管理的経費 \74,999,765 \74,999,765 \58,698,112 78%

事業費
直接事業費 \425,000,000 \425,000,000 \378,915,321

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

課題を取り巻く変化

コロナ感染拡⼤による社会的影響は、公募設計当時に想定していた以上に深刻化かつ⻑引いており、多くの⼈々の⽣活の状況が更に困難になっている中では、住居⽀援の必要性も⾮常に⾼まってきているといえる。特に本事業で整備したような、⼊居者が⾃⽴するための⽀援も継続的に⾏いながら住まいを提供する
事業は、全国各地で今後必要となっていくことが想定される。従来このような居住⽀援で⽀援を想定していたホームレス等⽣活困窮下にある⼈々のみならず、⼥性や⾼齢者、外国⼈、児童養護施設出⾝者など、⼀度住まいを失った後に⼀⼈では住まいを探すことが困難な⼈々、失職等コロナ禍による様々な要因で突
如住まいを失った⼈々の受け⽫としても、今後期待される役割は⾮常に⼤きい。特別な事情にある⼈だけでなく、誰であってもいつ住まいを失う状況に陥ることになるかわからないという情勢の中で、社会的インフラとしてのこれらの居住⽀援施設の必要性についてさらに啓発に取り組むとともに、必要な制度設計
のためのアドボカシー活動についても各機関や⽀援団体とも協働しながら注⼒していく。

本事業を⾏なっている中で⽣じた
実⾏団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点
（1,2団体の事例を具体的かつ⾃由にご記載ください）

愛媛で本事業を実施した「ささえる」においては、要配慮者のための⽀援付住居整備を実施した。これまで同団体が⾏ってきた事業の成果や信頼性もあり、住⺠への説明に際しては⾮常に好感をもって受け⼊れられたとの報告があった。⼀⽅、⾏政へ無料低額宿泊所や⽇常⽣活⽀援住居施設としての申請について相
談へ⾏った際には、これまで松⼭市内でも前例のない取り組みということで⾮常に難航した旨の報告があった。
さらに、愛知で本事業を実施した「共⽣福祉会」については、⼊居者をどのように想定しているのかという点で先に住⺠に広がり、強い反対の声もあった中で、急遽⼯事着⼿前に住⺠への説明と、⼊居対象者を住まいの確保に困難を抱えている若者(主に学⽣)を想定するという条件を追加することで、住居整備を完
了できたという事例もあった。
いずれの場合も、取り組みが難航したケースでは、まだ本事業のような取り組みとその内容、緊急性と社会へもたらす効果について理解が進んでいないことが⼀つの要因となったことがうかがえる。⼀⽅で、信頼のおける⽀援の実績を積み重ね、より強く地域・⾏政と連携をはかることが今後可能になれば、取り組
みもさらに進むであろうことが感じ取れる事例であった。

活動 実績内容 結果・成果・影響等


