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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

①受益者 ②課題

その他 その他

その他 その他

⽉1回／団体（延べ：
82回）

延べ（90回（⼀次；
58回、⼆次；32回）

19団体 8団体

⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

資⾦分配団体の⽀援によって実⾏団体がアウ
トカム達成のための活動を⼗分に取り組めて
いる

⽉次⾯談回数

⽉1回の⾯談を通して、アウトプット・活動の
進捗を確認し、アウトカム達成の貢献・阻害
要因を聞き取り、対応をともに検討してき
た。実⾏団体を対象に実施した事後アンケー
ト結果では、⽉次⾯談の有効性について、有
効回答数12のうち「おおむね有効だった(3)」
「とても有効だった(9)」の回答合計が100%
と多くの団体で意義があったとの⾒解を得ら
れた。⾃由回答では、事業の進捗確認がふり
かえりの機会につながったこと、アウトプッ
トごとにまとめた⾯談記録が活動の整理に役
⽴ったなどの声があった。

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

資⾦分配団体の⽀援によって実⾏団体がガバ
ナンス・コンプライアンスに対する理解を得
られている

優先すべき4つの規程
が整備できた団体数

モデル規程を提供したことによって形として
は整備することができたが、実⾏性まで担保
できていない。また、モデルがあったこと
で、それが正解であるかのように⽳埋め式に
なってしまった側⾯もあった。今回は半年間
という限られた時間的制約の中でやむを得な
い部分もあったが、各団体の状況や特性に合
わせて優先順位をつける⽅法で整備しても良
かったと考える。

課題設定、事業設計に関する振り返り

課題の観点からは、コロナ禍で⽣じた困窮者等の⽀援という⼤きな枠組みを提⽰したため、⼦ども⾷堂やフードパントリー・宅⾷といった⾷事・⾷材
提供を軸とした申請事業が多かったことは想定の範囲内だった。⼀⽅で、外国⼈⽀援や住居⽀援にかかる事業の申請が少なかったのは想定外だった。
資⾦的⽀援の観点からは、北陸と四国の2つのエリアで2,000万円ずつの助成予定だったが、北陸エリアは申請件数が少なく約950万円、四国エリアは
愛媛県・⾹川県からの申請が多く約2,600万円と偏りのある助成となった。各県で事業パートナーの協⼒を得て周知を⾏ったが、採択された事業の多く
が⼦ども⾷堂やフードバンク等だったように、そうした活動に取り組む基盤・⼟壌が地域に⼗分に整っているか否かが申請数に影響を与えたのではな
いかと考えられる。
⾮資⾦的⽀援の観点からは、⽉次⾯談で活動の進捗とアウトプットの発現を確認し、貢献・阻害要因などを整理したことは意義があったとの声が実⾏
団体からあった。また、その他にも経費精算の事前チェック、助成システム⼊⼒代⾏など事務⽀援を多く⼿掛けたことで事業に注⼒できる環境を作り
出すことができた。

実施時期: 2020年9⽉〜2021年 11⽉
事業対象地域: 北陸（新潟・富⼭・⽯川・福井）、四国（⾹川・愛媛・徳島・⾼知）

事業対象者:
経済的困窮、社会的孤⽴のリスクの⾼い、⼦育て中の親⼦、⼤学⽣、
留学⽣、在住外国⼈、⾼齢者、失業者とその家族、DV被害の被害
者、２０歳前後の家で⻘年等+地域の⾏政や⺠間の⽀援団体

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: コロナ対策地元助成事業の実施事業
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
実⾏団体数: 19団体

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

本事業では、地域の資⾦仲介組織が少ない北陸・四国エリアのNPO等を対象に、コロナ禍によって深刻化する課題に対応する事業に助成を実施した。
具体的には、「地域の困窮者むけの⼦ども⾷堂、地域⾷堂等の形態の⾷事・⾷材提供」「社会的孤⽴の⾼リスク層に対する相談と援助の提供」「県
域・市域における多機関の連携・調整の促進を図るコーディネーション業務への⽀援」を対象事業として、19事業を採択し、総額3600万円を助成し
た。また、⾮資⾦的⽀援として、6ヶ⽉の助成期間で活動に注⼒できるように、「①⽉次⾯談」「②ガバナンス・コンプライアンス体制の整備」「③経
費精算報告書の事前チェック」「④助成システム⼊⼒代⾏」の4つのサポートを⾏った。
結果、社会経済環境の後押しもあり、⾷材の寄贈量が⼤きく増えた団体が多かった。また、多くの事業で計画で設定していた⼈数以上の裨益者への⾷
事・⾷材提供の⽀援を展開することができた。ほかにも、地域での⽀援のネットワークや仕組みづくり、社会参加の機会・場の提供といった多様な成
果が⽣み出され、草の根で地域に根ざして取り組む団体だからこその新たな価値を創出することができた。

2022年6⽉23⽇



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

⽣活困窮者
相談先の不
⾜

⽣活困窮者 その他

⽣活困窮者 その他

⽣活困窮者
⾷料関連の
不⾜

⽣活困窮者
⾷料関連の
不⾜

④-2寄贈・提供した⾷
料の重量

計20トン（⽉1トン程
度の⾷料配布×2エリ
ア×10ヶ⽉）

寄贈・提供料：75t
【達成率：376.3%】

貧困・フードロス削減対策などの社会経済環
境の後押しもあり、⾷料品の寄贈は北陸エリ
ア、四国エリアともに⼤きく拡充しており、
重量ベースでは⽬標設定を超過した。結果、
例えば、お⽶が多く寄贈されたことで、その
分の事業費分を別の必要物品等の購⼊に当
て、裨益者の要望に応えている団体や、計画
時には想定していなかった地域からの要望に
応えて⾷料配布の活動場所を広げた団体もあ
る。
フードロス削減だけでなく、コロナ禍におけ
る困窮者⽀援策としての⾷品提供は、企業に
とって具体的で形の⾒える取り組み、かつ参
加のハードルが低い地域貢献として受け⽌め
られた側⾯もあると考えられる。

⑥結果

事業の裨益者は、
5,700⼈
（30⼈/⽉×19団体×
10ヶ⽉）

事業の裨益者：
10,820⼈（①931⼈＋
②778⼈＋③2,238⼈
＋④6,873⼈）
【達成率：189.8%】

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

各実⾏団体では、ひとり親家庭をはじめとし
た⽣活困窮世帯、学⽣などさまざまな悩みや
困難を抱える当事者の相談を受け⽌める機会
を作った。しかし、団体の認知がされていな
い、待受・事前予約型の相談⽀援だと、相談
がされにくい（問い合わせがない）という状
況が⾒られた。専⾨機関と連携することやイ
ベント・フードパントリーなどとセットで⾏
う形が裨益者の参加のハードルを下げられる
のではないかと考えられる。

②特に経済的な困窮者に対して、住居を提供
できている

②住居提供⼈数

今回は、在⽇外国⼈向けのシェルター提供の
事業のみ実施された。⽣活困窮者を対象とし
た⾷⽀援は多く実施された⼀⽅で、住居⽀援
に取り組む団体の申請がなかったのは、相対
的に⾷⽀援よりニーズの量が少なかったり、
⽀援活動に取り組む団体があまり地域に存在
していないことも考えられる。

③⾷事/⾷材⽀援の際に、各地域の社会福祉資
源にかかわる情報提供等がされている

③⾷事/⾷材の提供に
かかる情報提供をした
デジタル/アナログの
提供件数

実⾏団体には情報提供を主としている活動は
なかったが、多くの団体が相談⽀援や⾷事／
⾷材⽀援と合わせて実施した。なお、相談会
の際に、ソーシャルワーカーやキャリアカウ
ンセラー等の専⾨家を交えることで、より必
要な情報や地域資源に接続しやすくなるよう
に⼯夫している団体もあった。
情報を提供されるだけでは活⽤されない、し
にくいケースもあることから、相談などと
セットで活⽤できるための⽀援も⾏っていく
ことが望ましいと考えられる。

④⾷事/⾷材⽀援を通じて、経済的な困窮から
くる⽋⾷、並びに健康悪化を予防する

④-1⾷事/⾷材の提供
世帯数

⻑期化するコロナ禍によって⾷事／⾷材の提
供を希望する世帯は多く、ニーズが減少する
ことはなかった。各団体では、フードドライ
ブ等での寄贈も増えたことから、提供世帯数
や提供量⾃体も計画時より増やすなどの対応
を⾏った。その結果、⾷事/⾷材の提供世帯数
のみで⽬標値を超過した。
フードバンクへの寄贈量は増⼤しているが、
品⽬に偏りが⽣じ、購⼊しないといけない品
⽬もあり、助成終了後に継続するための資⾦
調達計画が重要となってくる。

⑦考察

①社会的・経済的な困窮者・孤⽴者が悩みや
困難に関する相談につながる状態

①相談件数



中間⽀援者 連携の不⾜

中間⽀援者 連携の不⾜

中間⽀援者 連携の不⾜

その他
居場所の不
⾜

その他 その他

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

⺠によるネットワーク構築を進めた団体にお
いては、感染拡⼤の影響を受けつつも、情報
共有の機会を重ね、連携イベントの開催まで
⾏うことができた。さらに、⺠の連携に期待
する⽀援者から期間中に50万円以上の寄付を
集めることにも成功しており、事業終了後の
継続・活動の拡充にも弾みをつけている。ま
た、⾏政や⺠間団体との調整を⾏い、⾷料品
の寄贈量を増加させる、地域内で調整するな
ど、地域内での困窮者⽀援の仕組みづくりを
進めたり、今後の政策・施策化に向けて⾏政
や議員等を対象にした報告会を開催した実⾏
団体もあった。
参加⼈数という観点からは⽬標には達しな
かったが、開催数や連携先数では⼤きく達成
できた。これは、元々、地域に密着して活動
してきた団体が多く、信頼性があったことも
⼤きいと考える。

感染対策を徹底しながら、学習⽀援や体験機
会の提供など様々な場・イベントが提供さ
れ、多くの裨益者が参加した。また有償・無
償を問わずに、裨益者でありながらも⽀援者
側としてフードバンクやフードパントリー、
⼦ども⾷堂に参加するひとり親家庭、また外
出抑制により⼈との交流が減っている⾼齢者
や⽇本⼈学⽣、留学⽣が、実⾏団体の事業に
おいて新たな役割と関わりを持って社会参加
できている状況が⽣まれた。
いずれも⽬標値を超えているが、学習⽀援の
場については、まん延防⽌等重点措置や緊急
事態宣⾔の期間と重なり、学校との連携がで
きない期間が⻑くなり、当初想定よりも参加
児童数が伸び悩んだ結果となった。

⑥コロナ禍においてつながりが希薄化してい
る中で、市⺠がつながりを作ったり、社会参
加したりする機会が得られている

⑥-1実⾏団体の提供し
た場やイベント等に参
加した⼈数

参加⼈数：2,850⼈
（15⼈/⽉×19団体×
10ヶ⽉）

参加⼈数：3,421⼈
【達成率：120.0%】

⑥-2⽀援者として社会
参加した⼈数

参加⼈数：950⼈（5
⼈/⽉×19団体×10ヶ
⽉）

参加⼈数：1,466⼈
【達成率：154.3%】

⑤連携会議等によるステークホルダーとの情
報共有・対話の機会を作ったことで、官⺠・
⺠⺠等の連携ができている

⑤-1実⾏団体の連携会
議や報告会等の開催件
数

開催回数：20回（⽉1
回×2エリア×10ヶ
⽉）

開催回数：26回
【達成率：130.0%】

⑤-2実⾏団体の連携会
議や報告会等の参加⼈
数

参加⼈数：延べ200⼈
（各10⼈/回×20回×
10ヶ⽉）

⑤-3新たなステークホ
ルダーとの連携

新規連携先：10団体
新規連携先：41団体
【達成率：410.0%】

参加⼈数：171⼈
【達成率：85.5%】

考察等

実⾏団体の多くがひとり親家庭など経済的にも困難な状況に陥っている⽅々への⽀援として⼦ども⾷堂やフードパントリー、宅⾷を軸とした活動を⾏っており、関連
して、フードバンク機能を拡充していく動きも⾒られた。⾹川県や愛媛県など複数の実⾏団体が同時に活動した地域では、地域内の⽀援団体や企業等との⾷材提供で
の連携が進み、裨益者へのセーフティーネットがより広がるきっかけとなった。そして、ほとんど全ての実⾏団体が⾏政・⺠間・⾃主財源による調達によって事業を
何らかの形で継続する体制を整えており、コロナ禍のような緊急時に求められる⽀援メニューができあがった。
また、本事業では実⾏団体が新聞・テレビ・⾏政の広報誌など含めてメディアに計55件取り上げられた。コロナ禍において、草の根の地域に根ざした団体が裨益者
の声なき声を丁寧に拾い上げ、「誰⼀⼈取り残さない」ために⽀援する重要な役割を果たしていることの社会的認知は広がったと⾔えるだろう。
今後も休眠預⾦を活⽤したい意向を⽰した団体が半数あり、今回の助成をきっかけに、地域のための資⾦仲介の役割を⼀定程度認識してもらうことができたと考え
る。

事業実施以降に⽬標とする状況

①各団体の⽀援事業が、新型コロナにおいて有効であるもの、必要であるものなどが明確化され、⽀援メニューができあがること
②社会的孤⽴を⽀える仕組みや団体、そして地域ごとの共通した⽬標を達成するための連携体が各地域に⽣じていること
③新型コロナウイルスへの対抗として、各地域の市⺠活動等の存在が広く知られ、また重要な役割を果たしていることの認知が広がること
④各地域に資⾦仲介を⾃らの地域にも存在することの効果と意義を感じる市⺠や関係者が増えていること

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

想定通りの成果

概要および考察

すべての団体に事業開始1ヶ⽉後から毎⽉1回の⽉次⾯談を⾏った（⼀次団体は2⽉、⼆次
団体は5⽉から開始）。⾯談では、事業計画で設定したアウトプット及び活動の進捗を確
認し、成果への貢献・阻害要因が⽣じていないかを聞き取った。特に阻害要因が⽣じて
いる場合はどのように対応ができうるのか⼀緒に検討した。また、メディアへの掲載状
況、⽉次収⽀管理簿へのフィードバック、規程類の作成状況などを定例の報告・確認事
項として取り上げた。⾯談後は1週間以内に記録を整理して各団体にも共有した。

半年間という短期間の助成のため、優先すべき規程として、「給与規程」「倫理規程」
「経理規程」「リスク管理規程」の4つに絞って、弊協会からモデル規程を提供して、各
団体の実情に合わせて作成してもらった。提出してもらった規程に対して⽉次⾯談等で
フィードバックを⾏った。また、追加で他の規程まで整備した団体もあった。

経費精算報告書の事前チェック その他 想定通りの成果

事業期間中に⼀度、経費精算報告書とともに証憑類等の添付書類を全て提出してもら
い、事業完了後の精算作業をスムーズに⾏えるようにフィードバックを⾏った。すべて
の団体が提出できたわけではなかったが、事前に提出できていた団体は事業完了後の精
算の修正が少なく、早期に終えることができた。

助成システム⼊⼒代⾏ その他 想定通りの成果
契約・事業計画変更等に関わる休眠預⾦助成システムで⾏う作業を全て資⾦分配団体側
で肩代わりして、事業に集中して取り組めるように⽀援した。

ガバナンス・コンプライアンス体制の整
備の⽀援

組織基盤構築⽀援

到達度

想定以上の成果があった⽉次⾯談 事業運営⽀援



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

Ⅸ．インプット（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

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

\47,000,000 \0 0.0%

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

直接事業費 \34,000,000 \6,000,000 \40,000,000
2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

プログラムオフィサー関連経費 \2,494,000 \506,000

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。

0.0%

0.0%

実績内容 結果・成果・影響等

エリアパートナーとの連携

四国・北陸エリアの各県の中間⽀援組織と連携して、公募時の案件発掘、
採択後の実⾏団体の伴⾛⽀援補助を担ってもらった。

公募では⾹川県のパートナー団体からの紹介によって多くの⼦育て⽀援NPOから申請が
あった。伴⾛⽀援においては、⽉次⾯談に同席してもらい、各県の地域事情を考慮した
助⾔や情報提供、資源仲介など、担当POの視点からだけではできない⽀援を⾏うことが
できた。

0.0%
\3,000,000

報告書等

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）

2020/10/19 NHK新潟放送局｜休眠預⾦活⽤でコロナ対策⽀援 ※アーカイブ削除済み
2020/10/21 読売新聞⾹川版｜コロナ 困窮、孤⽴対策助成

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 https://www.cf-japan.org/about/disclosure/

①規程類※の整備実績 
 

状況

利益相反管理規程に基づき、毎年度、６⽉末を⽬処に役員・職員は兼業先報告書を提出
している。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

新型コロナ感染拡⼤の影響によって、事業の遅れやオンラインでのイベント開催を余儀なくされるなど、計画にズレが⽣じた団体が多かった。しか
し、状況の変化に合わせた活動によって、想定していた以上に、地域でのネットワークや仕組みづくり、裨益者との新たな関係づくり、社会参加機会
の確保、⾷材等の寄贈といった成果が⽣み出された。例えば、⼦育てネットひまわりの「⾼松市⼦ども⾷堂ネットワーク」では中間⽀援機能が構築さ
れたことで⺠間からの寄付等の資源が多く寄せられ、持続可能な体制づくりにもつながった。また、まちづくスポットのシニア及び福祉施設等へのオ
ンラインサポート事業は、ニーズの⾼まりから⾏政の受託事業化したり、⼦育て世帯対象としたオンラインセミナーの要望にも波及した。みんなでい
きるが整備した授産商品等の販売店は障がいを抱えたアーティストの居場所となり、多様な才能を発掘し、企業等とコーディネートする役割も⽣まれ
た。このように、多くの実⾏団体では当初想定していなかったアウトカムが発現しており、地域に新たな価値を創出し始めている。

課題を取り巻く変化

⼆次公募を⾏ったため、当初予定から半年ほど事業期間を延⻑したが、新型コロナウイルスの感染は拡⼤と収束を繰り返し、終息の⽬処は⽴っていな
い。結果、⽀援を要する⼈たちが継続して⽀援を求める状態が続いていて、コロナ前の⽇常には戻ることができていない。こうした状況下でも⼦ども
⾷堂、フードバンク・宅⾷、相談⽀援、⽀援機関のネットワーク形成などさまざまな形で活動を⾏い、⽀援を要する⼈をサポートしてきた実⾏団体
は、どの団体も⼀過性で終わらずに、地域に根ざして顔が⾒える関係性があるからこそ、維持・拡⼤・縮⼩と事業を継続している。

管理的経費 \3,271,500 \3,728,500 \7,000,000

活動

4.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更があったが未報告 JANPIAに報告していないが、ウェブサイト上では随時差替対応している。

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

規定通り、年１回の社員総会を開催している。理事会の回数は定めていないが、年４回
以上開催している。

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

合計 \37,271,500 \9,728,500

事業費

広報制作物等
・チラシ（⼀次公募：北陸版）：1,000部
・チラシ（⼀次公募：四国版）：1,000部
・バナー画像（⼀次公募、⼆次公募）



Ⅻ. その他

⾃由記述

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 https://www.cf-japan.org/about/disclosure/

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

コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス担当理事が委員⻑を担当してい
る。委員会は年２回開催することになっている。

現在の組織体制と策定時点との相違をもとに、規程の内容を実態に適した変更を⾏うた
めの会議を法⼈運営担当理事を中⼼に検討を重ねている。

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)

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

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)
事業完了報告書と経費精算報告書の提出完了後に各団体１時間ずつ、当協会理事による
監査を実施した。監査には担当POは同席しなかった。別途、担当POとは監査終了後に
事業の振り返りを⾏った。

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)

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)


