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事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 富⼭市元気づくりオンラインサポート事業
資⾦分配団体名:⼀般社団法⼈全国コミュニティ財団協会
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈まちづくりスポット

事業実施概要

新型コロナウイルス感染症の拡⼤で富⼭市の市⺠団体が提供してきたシニア層の寄り合い機能の再構築が迫られるよ
うになった。本事業は分断された⼈のつながりを結びつけるため、既存の市⺠団体、医療・福祉・介護団体が苦⼿と
するオンライン⽀援を通して、新しい⽣活様式での情報発信、情報共有、仲間づくりや家族とのコミュニケーショ
ン、介護施設に⼊居しているシニア層がつながりを作っていく環境作りとサポートの担い⼿育成を実施した。⽀援し
ていく中で、富⼭県全域へのサポートの必要性があったため対象地域を拡⼤。富⼭県内の福祉施設やNPOへのオンラ
イン⽀援を通して、市⺠のコミュニケーションのサポートを⾏っている。

富⼭県内のNPO法⼈・任意団体／富⼭市内の医療・福
祉・介護団体／個⼈（⾼齢者へのボランティア活動を
⾏う個⼈）

2021年6⽉30⽇

課題設定、事業設計に関
する振り返り

県内2,000を越える福祉施設に案内し、延べ130回、1,000⼈が活動に参加しオンラインで⼈と⼈がつながる機会をつく
るサポートを実施した。
特に、介護施設へのオンライン慰問では、事業所から「時間を決めて配信されているものを⾒るよりも、録画映像を
いつでも⾒れるものがいい」と希望を受けた。再考したが、オンライン慰問を録画し再配信するには著作権などの問
題があり、実現が難しいことがわかった。介護施設管理者よりオンライン慰問に関するアドバイスを受け、開催時間
の変更、オンライン慰問の実施内容を変更した。介護施設や施設利⽤者の意⾒を取り⼊れながら開催内容を毎回組み
⽴てることで、継続して視聴してもらうことができた。想定していた配信⽅法とは異なったが、ニーズに答え続ける
ことでリピート参加が得られるようになった。
また、事業対象者としていたシニア層へのオンラインサポートがしやすくなった要因として、県内保健師・富⼭市福
祉関連の⾏政機関をサポート対象に含めたことが効果を発揮した。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■広報活動の実施
市内の対象となる福祉施設に対して、本事業への参加打診に関する広報が⾏われている。また、個⼈に対しても、本
事業の案内の広報がなされており、関係者に認知されている。

実施時期: 2020年12⽉〜2021年5⽉
事業対象地域: 富⼭県

事業対象者:

考察

団体・個⼈、双⽅へのサポートについて、今までの繋がりから依頼があり、徐々に⼝コミで広がっていったため広報
をする間もなく、サポートできる許容回数を上回った。オンライン化の必要性と危機感が⾼まったタイミングでの事
業実施となったため、お互いに学び合う関係性の構築ができた。今後永続的にサポートしていくために、事業期間の
後半で広告掲載とチラシ配布を実施。今後の活動につながっている。

指標
・福祉施設への配布数
・広報の実施

⽬標値・⽬標状態
・福祉施設50箇所
・地元新聞等への折込チラシ、広報記事 の掲載等延べ3回

結果
・チラシ配布1,500部
・地元新聞等への広告掲載4回

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■マニュアルの作成・配布
市内の対象となる福祉施設に対して、本事業への参加打診に関する広報が⾏われている。また、個⼈に対しても、本
事業の案内の広報がなされており、関係者に認知されている。

指標 ー



今回の事業実施で達成さ
れる状態

■プログラムのオンライン配信及び記録⽤録画
オンラインプログラムの配信を通じて、施設に⼊居・利⽤している⾼齢者等、個⼈宅等への運動機会等の提供、及び
活動記録⽤録画を⾏う。

指標 ・オンラインプログラムの実施回数

⽬標値・⽬標状態 ・1回1時間程度、計12回(施設向け、 個⼈向け、同様のプログラムを提供)

結果 ・オンラインプログラムの実施回数：12回

考察

開催時間（企画の⻑さ、開始時間）、企画内容、接続⽅法など、各回開催毎にオンラインを使った慰問を実施したい
市⺠と視聴したい⾼齢者施設の利⽤者・スタッフとの意⾒交換を⾏い、改善を図った。12回⽬は、安定した配信を⾏
えるようになっただけでなく、視聴者の満⾜度の⾼いものになっている。⾼齢者施設からは、今後も継続的にオンラ
イン企画を配信してほしいと要望が来ている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■プログラムのオンライン配信及び記録⽤録画
オンラインプログラムに参加する関係団体、個⼈との連携がとれ、プログラムが放映されている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■サポート体制の確⽴
サポート⽀援希望団体や、個⼈からのオンラインサポート相談が来ている。

指標 サポート⽀援希望団体、個⼈からの相談件数

⽬標値・⽬標状態 ー

結果
・福祉施設：約3200箇所（福祉施設、保健所、地域包括⽀援センター等にWEB会議システムの使い⽅マニュアルを配
布）

考察

サポートを続けていた施設を通して県内介護施設へZoom参加への⼿順書の配布、富⼭県市町村保健師研究連絡協議会
を通して保健師に向けたZoom参加勉強会など、短期間内で具体的なサポートができたことは評価できると感じてい
る。サポートした福祉施設からの⼝コミで、福祉施設をとりまとめる団体からの依頼があった。富⼭県全域の福祉施
設でマニュアルを活⽤してもらっている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■サポート体制の確⽴
オンラインサポートグループが組成されている。

指標 登録スタッフ⼈数

⽬標値・⽬標状態 登録スタッフ⼈数：10⼈

⽬標値・⽬標状態 サポート⽀援希望団体、個⼈からの相談件数：延べ40件

結果 サポート⽀援希望団体、個⼈からの相談件数：259件（団体：74件、個⼈185件）

考察

シニア層の⽣活をサポートする保健師の活動をサポートしたことで、いままで繋がりのなかった個⼈・団体からも問
合せいただき広く相談を受けることができるようになった。裾野が広がることで、求めているサポート内容の核が何
なのか具体的にわかり、ポイントを押さえたサポートができるようになった。
⽬標数・受⼊キャパを超える問合せがあったことから、個⼈からの相談を受付する⽇程を固定して教室形式で相談対
応をした。毎回メンバーは変わるが常連メンバーは顔なじみになり、団体化につながった。

結果 登録スタッフ⼈数：15名（ボランティアスタッフ申込み・問合せ20件）

考察

継続してサポートをしてきたシニア（個⼈）から「サポーターとしてできる範囲で活動したい」との要望がでている
ため、⼀緒に6ヶ⽉間勉強してきたメンバーでグループを組み、メンバーを対象に⽉2回のペースで勉強会を開催しス
キルアップしながら、⽉1回程度 同世代のITツールが苦⼿な⼈のサポート活動をする。
また、オンラインサポートを⾏った団体から「サポーターとしても活動したい」という希望を受けている他、事業期
間中に活動をしていたサポーターからも継続して活動したいと希望を受けている。今までの活動が、「なにかの役に
⽴ちたい」という⼈の活躍の場になっていたことは⼤きな成果であり、またサポート対象者からサポーターへと⽴場
が移⾏していく流れができていることはこの事業の⼀つの成果であると感じている。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

■広報活動の実施 ほぼ計画通り
今までの繋がりから依頼があり当初予定していた期間での広報は不要となった。今後永続
的にサポートしていくために、事業期間の後半で広告掲載とチラシ配布を実施。今後の活
動につながっている。

オンラインサポート件数

⽬標値・⽬標状態 オンラインサポート件数：40件

結果 オンラインサポート件数：75件（団体54件、個⼈21件）

考察
団体の中で、全員がオンライン配信⽤機材の使い⽅をマスターするために、複数回サポートを希望する団体もあっ
た。各回毎に担当者を交代し、その都度必要なことが引き継ぎされているかどうか確認しながらすすめることで、団
体として知識を引き継ぐための資料作成などのフォローも⾏った。

指標
・参加数(施設参加数、個⼈参加数)
・オンラインプログラムへの参加団体数、撮影されたプログラム数

⽬標値・⽬標状態
・施設参加_延べ10施設の確保
・個⼈参加_延べ40⼈の確保

結果
・施設参加_延べ10施設
・個⼈参加_延べ136⼈
・撮影されたプログラム数：12本

考察
オンライン配信を体験するきっかけとして、参加いただいた団体（施設）がリピートして参加してくれるほどアット
ホームな配信となったり、参加した施設間での交流も⽣まれた。また⾼齢者施設の利⽤者だけでなく、施設を利⽤し
ていないシニアもオンラインイベントへの参加の練習に配信を視聴したいという⽅が参加していた。

考察等

・オンライン配信希望団体と連携を取り、交流プログラム、オンライン慰問をスムーズに開催できるようにした。ま
た、配信内容をシニア層へ向けた内容へ特化することで、継続参加が得られた。
・事業期間中にサポーターとして活動していた富⼭⼤学⽣から、活動継続の希望を聞いている。
・⾃主的に活動する⼈が出てきて、サポートグルームが組成された。ただし、継続していくにはコーディネーター役
が必要である。

活動 進捗 概要

事業実施以降に⽬標とす
る状況

・富⼭市において、最終受益対象者であるシニア層にオンラインでの交流プログラムを施設・団体が常態的に提供で
きるようになっている。
・継続的にサービスが提供できるよう、富⼭⼤学⽣の若者やIT事業者の定年退職者で構成されるサポートグループが
組成されている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■他団体との連携体制
市内の福祉施設等が本事業への参加申し出を通じて、連携関係が出来ている。

指標 本事業の配信施設数

⽬標値・⽬標状態 配信施設数：5箇所

結果 配信施設数：10箇所

考察
配信プログラムに関するアイデア出しやブラッシュアップを連携して実施。信頼感／安⼼感ある情報を届けられてい
るか。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

■オンライン配信サポート実施
サポート⽀援希望団体や、個⼈へのオンラインサポートが実施されている。

指標



■オンライン配信サポー
トの実施／団体へのサ
ポート

計画通り

富⼭県内のNPO法⼈・任意団体、富⼭市内の医療・福祉・介護団体。個⼈（⾼齢者へのボ
ランティア活動を⾏う個⼈）を対象にサポートを⾏った。事業実施以前からWEB会議の⽅
法などについて相談がきていた団体を⽪切りに、⼝コミで件数が伸びたため、当初予定し
ていた集客のための広報は実施していない。2020年12⽉28⽇〜2021年5⽉31⽇までに延べ
29団体をサポート。会議・企画本番のサポート実施回数54回（企画主催者向け練習会含
む）、主催者・企画参加者などサポートした⼈数は延べ1,131名。

■プログラムのオンライ
ン配信

計画通り

配信者、視聴者双⽅と意⾒交換を⾏いながら、配信内容を吟味した。12本の企画を配信
し、⾼齢者施設の利⽤者を中⼼に視聴していただいた。動画視聴とは違い、映像に写って
いる⼈とコミュニケーションが取れるだけでなく、視聴者同⼠でもやりとりができるた
め、動画視聴とは違った楽しみ⽅ができている。

■マニュアルの作成 計画通り

団体・個⼈のサポートに必要なWEB会議システムの基本的な使い⽅をまとめた資料を作
成。定期的にシステムのアップデートが⾏われるため、それにあわせて随時更新してい
る。資料は、サポートしている団体と団体の開催する会議に参加するメンバーに配布され
ている。更新した資料はホームページ上で閲覧可能。サポート対象者が使いたい・勉強し
たいタイミングで最新の情報を閲覧できる。

■サポート体制の確⽴／
オンラインサポート制度
の構築

計画通り

WEB会議システムを使ったイベント企画や会議でのコミュニケーション⽅法が学べる研修
プログラムとして活⽤いただけるように体系化した。現場でのサポート等は有料で⾏う。
価格は当団体の研修の基準に則って設定。（個⼈向けに⾏っていた、ITツールの使い⽅講
座はメンバーが固定化されてきているため⾃主運営に移⾏。新規ではじめたい⼈⽤に⽉⼀
回程度勉強会を企画予定。）

■サポート体制の確⽴／
オンラインサポーター
（団体向け）の育成

ほぼ計画通り

WEB会議システムを活⽤した会議・イベントの開催⽀援ができる⼈材を育成。期間中は、
候補⽣探しまでとなったが、今後は知識のインプットだけでなく実地研修も⾏いながら⼀
⼈でもサポートに⼊れるだけの知識と対応⼒を⾝につけてもらう。2021年5⽉31⽇現在、5
名が候補⽣として研修を受ける予定。随時募集。

■サポート体制の確⽴／
オンラインサポーター制
度の構築

ほぼ計画通り

オンラインサポート制度が持続的で共助的な活動となるために「オンラインサポーター」
を育成し、サポートが必要な団体・個⼈の元へ派遣する仕組みをつくった。サポート対象
によって必要なスキルが⼤きく変わるため、「団体のサポートを⾏うためのプログラム」
と「個⼈（シニア）をサポートするためのプログラム」を⽤意。オンラインサポーターの
募集のために、チラシを作成し近隣施設に設置したほか、ホームページ・SNS等で周知活
動している。

■サポート体制の確⽴／
オンラインサポーター
（個⼈向け）の育成

ほぼ計画通り

スマホ・タブレット・パソコン等、⾃分の持っているITツールを使えるようになるサポー
トを⾏える⼈材を育成。もともとサポートしていた個⼈が知⼈・友⼈に教えられるように
⼒をつけている。今後、サポートが必要なシニアを対象に⽉⼀回程度「スマホ教室」のよ
うな学べる機会を作る。その際に、オンラインサポーターとして活動予定。（2021年5⽉
31⽇現在、15名が参画）

■オンライン配信サポー
トの実施／個⼈へのサ
ポート

計画通り

富⼭市在住の⾼齢者を中⼼に、ITツールを使ったサービスを受けるためサポートを⾏っ
た。当初は個別対応を予定していたが、⼝コミで対象者が増えたため、週⼀回集まる⽇を
決めて、サークル形式で開催。参加者はできなかったことが、できるようになり、さらに
同じ会に参加するメンバーに教えられるようになっている。2020年12⽉28⽇〜2021年5⽉
31⽇までに15回開催。合計15名がサポートを希望し、毎回学ぶテーマを⼀緒に決めて、使
い⽅をレクチャーした。オンラインサポーターとして各回1〜2名を動員。



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

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

富⼭市主催で富⼭市在住の⼦育て世帯（妊婦とその夫）を対象としたセミナーのオンラインサポートをしてほしいと
相談があった。出産に関わる事業のため延期が難しくオンラインで開催したいという打診で、公共性が⾼い事業で
あったため、サポートを実施した。
シニア（個⼈）を対象としたオンラインサポート「オンラインってどうやるの」では60件以上の問い合わせ受け、事
業期間後も対応を⾏なっていく。オンラインサポートを⾏ってきたシニアグループによる、同世代へ向けたのオンラ
イン配信企画の継続が予定されている。

課題を取り巻く変化

介護施設と相談しながらオンライン慰問の企画内容や参加⽅法などの整備を⾏ってきたが、需要に対する供給が間に
合っていない。今後、慰問だけでなく家族とのオンライン⾯会やオンライン診療なども視野にいれている介護施設が
あるため、スタッフのIT活⽤技術のスキルアップが不可⽋。これまでに連携を取ってきた介護事業所に要望を聞きな
がら、他企業・団体・個⼈との連携も視野に⼊れて、今後もサポートしていく。
シニア（個⼈）について、スマートフォンの契約や固定電話・インターネット契約など、個々の業者とのやり取りに
なるため⾔われるがままに契約しており、重複してサービスを受けていたり、契約したサービスを利⽤できていない
（⾃宅でインターネットを契約しているが、スマートフォンのWi-Fi設定をしていないなど）状況になっている。

オンライン慰問に関する
意⾒交換・ブラッシュ
アップ（配信者）

・連携団体、個⼈ 8組
ネイチャーガイド、⿂津観光ボランティアガイド、NPO法⼈
bamboo saves the earth、KORARE、ヨガインストラクター、
とも＆しげ、他
・実施回数 12回
松川オンラインまち歩き
スノーシューオンラインやま歩き
⾳楽をたのしもうオンライン
⼋ケ⼭オンラインやま歩き
⿂津漁港オンラインまち歩き
⽵とんぼづくりオンライン体験
いすヨガ
アコーディオンをたのしもうオンライン
呉⽻⼭花⾒オンラインやま歩き
アコーディオンをたのしもうオンライン
砺波の⺠具オンラインまち歩き
まちなかオンラインまち歩き

活動 実績内容 結果・成果・影響等

オンライン慰問に関する
意⾒交換・ブラッシュ
アップ（参加者）

⾼齢者施設と協働での意⾒交換を実施、オンライン慰
問への参加可否と難易度、慰問内容の満⾜度等を話し
合い、施設で暮らすシニアが楽しめてスタッフに負担
がかかりすぎない⽅法について検討を重ねた。

・連携団体 5団体
三壽苑、グループホームあざみ、グループホームひより、天正
寺サポートセンター、アルペン会
・影響等
「時間を決めて配信されているものを⾒るよりも、録画映像を
いつでも⾒れるものがいい」と希望を受けた。再考したが、オ
ンライン慰問を録画し再配信するには著作権などの問題があ
り、実現が難しいことがわかった。介護施設管理者よりオンラ
イン慰問に関するアドバイスを受け、開催時間の変更、オンラ
イン慰問の実施内容を変更した。介護施設や施設利⽤者の意⾒
を取り⼊れながら開催内容を都度組み替えた。

コロナ禍で慰問ができなくなった⼈や、シニア向けの
プログラムを企画できる市⺠と協働での意⾒交換を実
施。⾼齢者施設からの要望に沿って、どのようなプロ
グラムを提供できるか検討を重ねた。



Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅹ. 広報実績 

有無

有

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

・連携団体 13団体
富⼭県助産師会、富⼭市健康まちづくりマイスター、パーキン
ソン病友の会富⼭県⽀部、難病⽀援、NPO法⼈えがおプロジェ
クト、NPO法⼈bamboo saves the earth、KORARE、NPO法⼈
Nプロ、⾦屋元気プロジェクト、タカポケ、三壽苑、若⽵町有
志、すまほきょうしつ
・実施回数 56回（事前打合せ、リハーサル含む）

任意団体のオンライン企
画実施

富⼭県内の任意団体と協働してオンライン企画を実
施。参加者に起こりうるトラブルや運営上の注意点な
どを学び合う機会とした。

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

合計 \959,160 \2,104,780 \3,063,940 \3,046,585 99.4%

99.9%
管理的経費 \298,160 \146,780 \444,940 \430,788 96.8%

事業費
直接事業費 \661,000 \1,958,000 \2,619,000 \2,615,797

広報制作物等

2021年5⽉19⽇ フリーペーパー広告掲載 富⼭情報
2021年5⽉21⽇ 新聞記事広告掲載    北⽇本新聞
2021年5⽉26⽇ 新聞記事広告掲載    富⼭新聞
2021年5⽉28⽇ 新聞記事広告掲載    北⽇本新聞
2021年5⽉30⽇ 新聞記事広告掲載    富⼭新聞
2021年5⽉28⽇ チラシ印刷1,000部

報告書等

2021年3⽉15⽇ 会報 発⾏部数300部
2021年4⽉15⽇ 会報 発⾏部数300部
2021年5⽉15⽇ 会報 発⾏部数300部
2021年6⽉15⽇ 会報 発⾏部数300部
2021年7⽉ 5⽇ 2020年度年次報告書 1,000部 ※予定

2.  内部通報制度は整備されていますか。 内部に窓⼝を設置した。

補⾜説明

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

2021年3⽉25⽇ オンラインまち歩き    富⼭新聞
2021年4⽉ 1⽇ オンライン慰問開催    富⼭新聞
2021年4⽉ 4⽇ シニア（個⼈）のサポート 富⼭新聞
2021年4⽉29⽇ シニア（個⼈）のサポート 北⽇本新聞
2021年4⽉29⽇ シニア（個⼈）のサポート  富⼭新聞

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況

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。

いいえ 今後、掲載予定。

内容

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

はい



Ⅻ. その他

⾃由記述

経理規程、利益相反管理規程、コンプライアンス規程、内部通報者保護規程を整備
した。

7.事業次年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

6.事業初年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

外部監査を実施


