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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

中間⽀援者
事業実施上
の困難

中間⽀援者
事業実施上
の困難

中間⽀援者
事業実施上
の困難

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: 熊本県新型コロナウイルス感染対応緊急⽀援助成事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈熊本YMCA
実⾏団体数: ７団体

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

（総括）①「⽣活困窮のひとり親家庭や不登校など⼦どもの居場所づくり」、②「若者や障がい者、⽣活困窮者の働きの場づくり」、③「コロナ禍でも対応できる新しい障が
い者の働き⽅」など7団体を採択し、下記の通り成果をあげた.
①●ひとり親家庭⽀援団体と⼦ども⾷堂ネットワークの連携により県内100か所の⽀援の場がつながり、今後も継続して活動するための⽀援体制ができた。
●「不登校や障がいを抱える⼦ども居場所づくり」はIT活⽤して⽬標とする⽀援対象者を確保し、地域の⾏政や学校と連携を深め、次年度以降も「⼦どもの貧困対策」に取り
組む予算を確保した.
②●オンラインによる働きの場づくりは講座の整備が整え受講者も⽬標に達した
③障がい者に対しては「農福」「オンラインワーク」「オンライン販売」「障がいに応じた仕事づくり」など新しいチャレンジにより、モデル事業（参考事例）としての可能
性が⾒えている。
(価値）運営基盤強化ができた点、⻑期的な事業設計ができるようになった点は価値がある。伴⾛⽀援やアドバイザーを交えた集合研修等による事業改善を定期的に⾏ったこ
とで、災害が頻発する県下の⽀援者同⼠・県外の有識者が災害時に協⼒できる関係性づくりを前進することができた。

課題設定、事業設計に関する振り返り

課題設定：コロナ感染の影響が出始めた頃（2020年2⽉）より、県内のNPO等に呼びかけて影響や状況把握を⾏っていたので、想定対象者の設定は妥当であったと考えるが、
申請後熊本豪⾬災害の発⽣による業務の中断もあったため採択から募集までの期間が半⽉では応募団体の準備期間が短かった。もう少し⼗分な時間が必要であった。実際の相
談会参加団体38団体→申請団体17団体→採択団体7団体は、これまでのネットワークや関係機関の協⼒を得て想定通りではあったが、「⼦ども分野の⽀援団体」の採択が想定
より少なかった。採択団体のうち、「オンラインによる働き⽅」（2団体）「農福連携」（1団体）は計画とは違った事業内容であった。
事業設計：募集分野が多岐にわたることもあり、実⾏団体の事業実施と並⾏して、「①様々な分野にまたがる実⾏団体の進捗状況を毎⽉確認し、必要時応じてフォローを⾏う
こと②3か⽉に1回の集合研修において事業の報告・振り返り・課題の共有・サポート」という伴⾛⽀援を計画設計したが、実際⾏ってみて、実⾏団体ごとの途中評価改善だけ
でなく、他分野同⼠のコミュニティとして連携も⽣まれ、とても有効であった。
広報計画・⽀援の必要性：事業実施中は、実⾏団体の広報⼒や社会課題の内容によってメデイア掲載に差があったので,資⾦分配団体としての団体の広報⽀援・アドバイス等を
⾏ったが、本事業の性質上（休眠預⾦）、事業設計の段階から、広報計画や広報⽀援体制を考慮しておく必要である。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

実施時期: 2020年８⽉〜2021年12 ⽉
事業対象地域: 熊本県新型コロナウイルス感染対応緊急⽀援助成事業
事業対象者: コロナ感染により影響を受けている「⼦ども・若者・障がい者」

実⾏団体が掲げた⽬標について事業終了後に達
成することで、受益者の状況が改善している

実⾏団体が掲げた⽬標
を達成しているか

実⾏団体ごとの⽬標値
が達成されている。

ほぼ達成
⼦ども⾷堂県内100件
オンライン販売体制
⼦どもの居場所登録者
障がい者オンライン登
録者 など

・7団体のモデル事業としての⽬標はほぼ⽬標通り達
成したといえる。ただ県内の受益者への波及という点
では、「指標設定の不⾜」から、団体によっては、同
じ分野の団体の理解や⾏政の協⼒などが⼗分に得られ
ず⽬標設定の変更を⾏った。今後県内への波及を図っ
ていくには、次年度以降の取り組みとなる。
・コロナ感染状況でも対応できる居場所やコミュニ
ティの場づくり、働きがいのモデル事業が⽬標を達成
することができたことは、⼤きな意義があり、今後も
連携を組みながら活動をサポートしていきたい。・伴
⾛⽀援を通して、数値的成果だけでなく、受益者の状
況の改善にも注⼒して報告するようになった。そのこ
とで実⾏団体が細やかな状況を把握ができるように
なったことは意義深い。

災害・クライシスに対応できる連携体制が実⾏
団体・資⾦分配団体間でできている

相談体制・連携体制が
できている

３か⽉ごとの集合研修
やFBグループでの実
⾏団体同⼠・全体的コ
ミュニケーションや連
携などを通して把握す
る。

ほぼ達成
（計8回の集合研修・
現場訪問・団体ごとの
研修3団体・広報⽀
援）

違う分野の実⾏団体が定期的に集まり、発表を聞き
あったり、課題解決の⽷⼝を考え合うことにより、⼀
体感が⽣まれ、 資⾦分配団体・アドバイザーと共に、
課題解決に取り組むコミュニティとしての連携が⽣ま
れた。今後もこの連携を繋げていきたい。

伴⾛⽀援を通して、団体の⽬標や課題に沿って
基盤強化・資⾦調達⼒・問題解決⼒などが改善
している

⽬標に対して、必要な
団体の課題が改善して
いるか

事前に設定した事業計
画・資⾦計画が達成さ
れている

コロナ感染状況に応じ
た計画・資⾦計画の変
更はあったが、ほぼ達
成（計8回集合研修・
毎⽉の報告やフォロー
アップ⾯談・団体ごと
の⽀援など）

・毎⽉のマンスリーレポート提出・POMTG,フォロー
アップ⾯談を⾏うことで、実⾏団体の事業実施状況に
応じて、⽬標や課題に応じたサポートができた。
・集合研修での進捗状況報告・グループごとの課題共
有・相談会を⾏い、アドバイザーや他団体からの
フィードバックがあることで、課題を整理し、組織に
持ち帰り真摯に取り組み、次回の研修で更なる課題の
共有や改善したことを発表する機会があることで、団
体に応じて問題解決⼒の改善につながった。



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

ひとり親
⾷料関連の
不⾜

中間⽀援者 連携の不⾜

中間⽀援者
事業実施上
の困難

⼦ども・学
⽣

不登校

⽣活困窮者 就業困難

障碍者 就業困難

その他 就業困難

障碍者 その他

障碍者 その他

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

障碍者 就業困難

就労⽀援事業所の安定した作業時間の確保（ビ
ニールハウスにより、冬場でも作業可能な環境
となる）によって、利⽤者さんの収⼊の安定と
⽣活リズムや体調（病状）の安定が得られる。

雇⽤⼈数×就労時間数
雇⽤⼈数（2名）×就
労時間数（週20時
間）＝⽉160時間

雇⽤⼈数（1名）×就
労時間数（週20時
間）＝⽉80時間

作業時間の確保は達成でき、来年度はプラス1名の利
⽤者の雇⽤も予定している。このまま利⽤者と寄り添
いながら⽣活リズムや体調の安定を⽬指す。

オンラインで商品の販売が出来る環境整備
 （商品開発を含む）

商品及びHPの完成
商品及びHPが完成し
ていること

⽬標達成 100%
ホームページの完成
商品としてミカンの⽪を使った佃煮の完成

障がい者のやり甲斐・喜びアップ
現状より向上している
こと

現状より向上
やり甲斐
28％⇒89%
喜び

事業を通して商品が出来上がっていく事や仕事がある
ことでやり甲斐や喜び向上していったと考えられる

就労継続⽀援事業所が制作するサステナブルプ
ロダクトの開発

販売数 100個 100個

・⽥園シンフォニーをもう⼀度を100個予約完売する
ことができた
・約6割が熊本県外からの購⼊者であり、今後の継続
的な活動に向けたよい⾜がかりとなった

⾷材配布、フードパントリーの実施
①企業・⾏政・団体へ
の案内件数
②配布会の実施回数
③HP/SNSでの告知回
数

環境が整い機能してい
る

①31件
②5回
③2回

取り組みにより周知が広がり、⽀援企業や団体も増え
て予定通り実施することが出来た。⽀援の呼び掛けや
受け⼊れの流れを整え、今後も⽀援を続けていく⽅針
である。フードロス対策との連携や、啓発にも取り組
んでいきたい。

関係団体のネットワークを構築 ①会議実施回数
①ネットワーク会議９
回実施

運営委員会９回
全体会議4回

募集期間が短く、コンソーシアム体制への準備体制が
不⼗分であったため、「ネットワークづくり」の⽬標
とする姿やアプローチの⽅法など、話し合いがなかな
か進まず、団体間の調整に時間を要してしまった。お
互いを知り合うための時間が必要であった。今後も定
例会議を実施する他、SNSを介してのリアルタイムで
の情報共有を⾏っていく。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

こども⾷堂の事務局拠点ができる
①事務所契約
②備品整備

①②環境が整い機能し
ている

事務所契約、備品を契
約・リース・購⼊し環
境が整い⾷物資⽀援・
会議・広報の場として
機能している

拠点を整備することで⽀援体制（事務局体制の整備。
研修の場、物資配布の拠点・配布の充実が図れる）こ
とを⽬的として。実際、皆が共有できる場が出来たこ
とによる効果は⼤きかった。拠点機能に充実により、
活動の広報効果・信頼性へとつながり、様々な企業か
らの寄付・連携によるフードドライブなどのプロジェ
クトが⽣まれた。継続して維持し、さらなる環境の整
備と充実を図っていきたい。

就労継続⽀援事業所と利⽤者の満⾜度 満⾜度 90%
仕事の依頼前後の⽐較
依頼前19点
依頼後24点

・当初「満⾜度」という評価指標のみを想定していた
が、本事業における成果を図るためには、事業前後の
満⾜度の⽐較を⾏った。また、定性的なデータの取得
のためのヒアリングを⾏い、満⾜度以外にやりがいに
寄与する要因を調査した

利⽤者の収⼊確保 利⽤者の収⼊

農業⽣産物による売上
が上記利⽤者の賃⾦を
上回る。（＞⽉12万
6400円）
・農業⽣産物による売
上が上記利⽤者の賃⾦
を上回る。（＞⽉12
万6400円）

達成度50％

利⽤者の収⼊は安定させることができた。農作物売上
⽉12万6400円を上回る⽉の達成度は50％。20万を上
回る⽉も⼀度あったが、コロナ禍の時短営業などで飲
⾷店からの注⽂が激減や、夏の⻑⾬などで収穫物が不
作になるなどイレギュラーな事態もあった。来年から
はアスパラの収穫も始まり、計画的な収穫スケジュー
ルを⽴て達成していきたい。

障害者50名のリモート（在宅）就労、或いはPC
を⽤いたスキルアップのための訓練が在宅で⾏
われている。

参加者数
就労・スキルアップ⽀
援50名

利⽤者数52名

（②課題：就業困難）利⽤希望される⽅が多く⾒ら
れ、コロナの影響を加味して在宅での就労を希望され
ている⽅が多くいらっしゃる事を再認識させられた。
今回は⾼齢者やシングルマザー・ファザー等の就労弱
者に対する⽀援まで⾏き届いていないが、そこを含め
るとより多くの在宅就労希望者が存在すると考えられ
る。

登録⼈数の倍増 登録者数 登録者数22名→50名
42名＋10名待機（コ
ロナ感染のため新規利
⽤を⼀時制限

コロナ感染拡⼤のため、基礎疾患のある利⽤者がやっ
と利⽤を再開することができた。遠隔地からの参加や
参加希望が想定以上にあり、事業の重要性と県内にも
広げていく必要性を感じた。

オンラインで仕事ができるようになる
就職に有利になる

カリキュラム受講⼈数
カリキュラム実施回数

受講延べ⼈数４５８⼈
基礎コース全１６回
専⾨コース全１６回
応⽤コース全１０回
合計４２回 カリキュラ
ムを実施

就職数
１９⼈

受講延べ⼈数４５８⼈に対して１９⼈の⽅が就職する
ことができたが、多くの受講者が就職に関して予定よ
りも伸び悩んだ結果となった。その理由として、受講
者の中には引きこもりといった就職以前の問題がある
⽅や、就職に関してさほど焦りがなく、状況次第で就
職しようといった考えの⽅がいたからである。



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

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

考察等

①これらの課題を持つこどもの⽀援の場の数は、1年間の⽬標値（県内100か所）まで増え、⾏政や企業と連携したフードドライブや様々なプロジェクトへと発展したが、県内
全体では⽀援拠点のない地域などもあり⽀援の抜け漏れがある状態である。今回の助成を機に⽴ち上げた「こども⾒守りネットワーク」が、各⺟体の⽬的と役割・事業⽅向性
の合意ができた今後は、実際の相談⽀援体制の構築や充実に向けて動き出している。
②実⾏団体の⾏った不登校の⼦ども達の第3の居場所づくりは、実⾏団体が従来持っていた教育委員会との関係性を活かし、最終的には⾏政・教育委員会・学校・専⾨家によ
る⽀援体制の構築と次年度以降⽇本財団の助成を受けて「⼦どもの貧困対策」全市（⽟名市）を挙げての事業へと発展した。
③障がい者の新しい働き⽅については、「オンラインワーク・農業・新商品の開発・障がい者の適正に応じた商品開発」など⽬標通りのチャレンジができ、これらの事例を参
考にした事業展開の可能性が考えられる。それまでの団体の持つネットワークや助成事業での研修や伴⾛⽀援を通して、互いに事業の協⼒体制ができ、地域や他の作業所との
連携へと広がりつつある。
④次項記載の⼀連の⾮資⾦的⽀援を経て、実⾏団体の運営基盤と連携が強化された。全実⾏団体にて助成期間終了後の事業計画を策定し活動を継続した状態にあるという現状
は、クライシス下の困難な状況下でも徹底した課題分析と事業推進を図った経験が⽣かされていると考える。

事業実施以降に⽬標とする状況

①ひとり親家庭など経済的困窮・家庭的課題を抱える⼦どもを⽀援する体制が地域ごとにでき、⽀援を必要とする⼦どもたちが⽀援を受けられるようになっている。
②⽇常⽣活や成⻑に困難を抱える⼦どもや若者が安⼼して、相談・⽀援を受けられるようになっている。
③コロナ禍でも事業継続可能な就業体制やEC販売ノウハウを福祉作業所が持つことで、モデル事業として広がり、障害者がクライシス下でも安⼼して継続的に就業すること
ができる。
④実⾏団体の運営基盤と連携が強化されることにより、「誰ひとり取り残さない熊本の未来をつくる」ために必要な課題分析⼒や実⾏⼒を熊本全域で⽣かすことができる。

次年度以降の事業継続に係る資⾦調達や⽅
法について

資⾦調達⽀援 想定通りの成果

緊急枠1年の助成事業であったが、事業開始当初から「持続可能な活動を⾏うには」ということを
実⾏団体と共に考えながら、伴⾛⽀援を⾏った。事業後半から本格的に次年度以降の事業計画を
視野に⼊れて事業を⾏ってもらい、ファンドレイズの⼿法や情報の提供、実装⽀援を⾏った。実
⾏団体全団体とも、次年度以降も継続した活動ができる⼿⽴てが⾒つかった。⾏政（市）と連携
し、3年間の情勢事業採択。全市上げた事業へと発展した実⾏団体もあった。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

・⼦ども⾒守りネットワーク（⼦ども⾷堂ネットワーク）の拠点整備により、活動場所がでいたことで、信⽤性向上による多額の寄付、企業との連携による様々なプロジェク
トが⽣まれた（⽥崎市場とのフードロス⽀援、クロネコヤマト、ファミリーマートや⽣協などと連携したフードドライブ、規格外農産物の⽀援、⾷品会社との⾁の⽀援など
・⼦どもの第3の居場所の次年度以降の活動が、⽇本財団の助成⾦採択により⽟名市全市関係団体（⾏政・教育委員会・学校・ソーシャルワーカー・JAなど）による「⼦ども
の貧困対策」へと発展したこと

毎⽉の団体マンスリーレポート提出・PO
ミーテイング・団体ごとのフォローアップ
⾯談

事業運営⽀援 想定以上の成果があった

事業計画を⽬標事に記⼊。事業計画に応じて毎⽉進捗状況をマンスリーレポートに報告。
POミーテイングにおいて、各実⾏団体ごとに団体の活動状況に応じた細やかな課題の把
握や伴⾛⽀援の検討を⾏い、団体ごとのフォローアップ⾯談を⾏った（状況に応じてオン
ラインやリアル、団体訪問など）。毎⽉丁寧に⾏うことによって、団体の状況に応じた伴
⾛⽀援ができ。団体にとっても改善や修正が的確に実施できたことで、最終的⽬標の達成
につながった、

定期的集合研修（活動状況報告・事業の課
題共有・アドバイス）

組織基盤構築⽀援 想定以上の成果があった

最終審査前のブラッシュアップ研修から始まり、3か⽉に1回の集合研修（計4回）、最終報告会前
のプレ報告会を⾏った。集合研修ではPO3名とアドバイザーが参加し、午前中は状況報告・午後
はグループに分かれた仮想理事会（課題相談会）を⾏った。定期的な進捗状況報告・課題共有や
相談を⾏うことで、事業評価や改善を効果的に⾏うことができた。他団体の課題相談に加わるこ
とで、⾃団体としての学びがあったようである。各分野のトップリーダーによるアドバイスは、
助成事業だけに留まらず、課題解決を⾏っていくうえで、⼤事な視点を得ることができた。普段
の事業では⼀緒になることのない他分野の実⾏団体や資⾦分配団体・PO,アドバイザーとの交流
は、⼀つのコミュニティとして貴重な経験であり、⼀体感も⽣まれたように思う。災害時に連携
体制構築までには⾄らなかったものの、実⾏団体の役割・⽀援範囲を認識することができてお
り、今後も連携を強化していきたい。

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

地元⾦融機関・九州労働⾦庫 研修にオブザーバーで参加 社会課題解決を⾏う団体の実態を知ってもらえた。事業終了後の資⾦調達のきっかけづくり
実施事業に関連する県の担当機関 定期的に状況報告・課題共有 ⾏政の事業との関連性・調整ができた。

課題を取り巻く変化

コロナ感染の⻑期化により、影響を受けている⽀援者の状況はさらに深刻になっており、想定以上に⽀援を必要とする⼈の数が多いことが分かった。7実⾏団体の事業⽬標は
ほぼ計画通りに達成できたが、モデル事業として対象は⽀援を必要とする⼈たちへの⼀部に過ぎない。また、⽀援団体のとっても⻑期的⽀援を⾏うための資⾦の確保や県内に
広げていくための整備・他の団体の理解や協⼒体制はまだ1歩を踏み出したに過ぎない状況である。今後も継続的な情報共有の場や多様なセクター（地域⾦融機関・企業・⾏
政など）が参画できる場を作っていく必要性を感じている（事業終了後「スモール・ソーシャルビジネスランドテーブル」を他の団体と⽴ち上げ、継続的な場を提供してい
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）

・今までの助成事業のありがちな事業を計画に沿って実施すること・数値達成が⽬的（アウトプット）ではなく、受益者をいつも事業の中⼼において考えること、受益者にど
う変化がもたらされたか（アウトカム）を⼤事にするようになった。障がい者の働き⽅の評価指標が数値だけでなく、「やりがい」「働く意欲」という視点で測ることにチャ
レンジしたこと●NPO法⼈ワークショップ事業を通してスタッフや障がい者への「働き甲斐アンケート」を取っていくことで、「やりがい」や「喜び」にも⽬を向けるように
なった。●BRIDGEKUMAMOTO （福祉作業所とつくる「Yotubaコミュニティ」づくりへと発展、県内の作業所との連携）●⼦どもの第3の居場所でいんぐる運営委員会：
事業による⼦どもの変化や事例を⼤事にすることや評価指標の⾒直しを⾏った。

活動 実績内容 結果・成果・影響等



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

有

無

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

#DIV/0!

管理的経費
\4,120,000 \4,168,500 \8,288,500 \8,054,448 97%

事業費
直接事業費 \0 \0 \0 \0

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

補⾜説明

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）

熊本⽇⽇新聞社

合計 \5,258,500 \5,826,500 \11,085,000 \10,859,418 98%

プログラムオフィサー関連経費 \1,138,500 \1,658,000 \2,796,500 \2,804,970 100%

4.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更はなかった

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 全て公開した

広報制作物等

報告書等 事業報告書（500部）関係機関・協⼒団体への配布

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

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

⾃由記述

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(JANPIAの通報制度利⽤)

7.事業完了した実⾏団体へ監査を⾏いましたか。 実施済(概要を右に記載)

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


