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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 
資⾦⽀援

実施時期: 2020年12⽉〜2021年1⽉

事業対象地域: 新潟県、富⼭県、⽯川県、福井県、徳島県、⾹川
県、愛媛県、⾼知県

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

進捗報告書 （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: 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

事業概要

弊協会では、全都道府県に地域事情に即した資⾦循環を担う組織が地元の⼈材によって設⽴されることを⽬指している。それは、資⾦だけでは解決
されない状況、全国⼀律の助成では困難な⽀援を、地域の組織が「ローテク」で⾏い、それにより地域の暮らしが⽀えられてきているからである。
本事業では、当協会でも資⾦循環を図る担い⼿がいない地域に限定して地域個々の状況に即した助成事業の実施を通じて、各地域の事情に精通した
資⾦循環を担う組織の萌芽となるパートナーの育成を助成募集による連携を通じて育成すると共に、パートナーの現場間により各地域で困窮度や重
要度の⾼い領域に限定して資⾦⽀援を⾏うことにより効果的な事業実施を⾏う。

総括

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ている。実⾏団体の伴⾛にあたっては、地域のパートナーの助⾔や寄り添いが⼒となった。

進捗状況
アウトプット（今回の事業実施で達成される

状態 ）
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

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
る当事者に相談を受け⽌める機会を作っている。ひとり親⽀援をしている団体では配布会（フードパ
ントリー）とあわせて相談会を開催するなどの⼯夫をしている。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）という状況が⼀部で⾒られたことから、イベントや配布会な
どとセットやついでで⾏うことが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

⼀次公募においては、住居提供などのシェルター機能を提供する活動の申請がなかったため、特に進
展はない。ただし、⼆次公募では在⽇外国⼈向けのシェルター提供の事業を実施する団体が採択され
たため、今後、限られた裨益者にはなるが、⼀時的に提供できる状態が⽣み出すことができる。

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

実⾏団体には情報提供を主としている活動はないが、多くの団体が相談⽀援や⾷事／⾷材⽀援と合わ
せて実施している状況にある。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

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
リアともに拡充しており、重量ベースでは当初想定よりも多くなる⾒込みである。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。



実⾏団体名 進捗状況 概要

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

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ることができた実⾏団体もあった。

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

拠点となる居場所を作ることを計画していた⼀次公募の採択2団体は、感染拡⼤の影響を受けて、営業
開始が⼤幅に遅れてしまったため、期間延⻑して事業を軌道に乗せることになった。⼀⽅、ボラン
ティア等による社会参加の機会の拡充に取り組んでいる団体においては、影響を受けつつも、感染予
防に取り組みながら多くの参加が得られている。特に有償・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活動や配布会に参加するひとり親家庭、外出抑制により⼈との交流が
減っている⾼齢者や学⽣が、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
る状況が⽣まれている。

特定⾮営利活動法⼈ワーク
ライフバランス北陸

ほぼ計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】コロナ禍で不安や悩みを抱えている⼤学2・3年⽣を主な対象とし
たキャリアに関するイベントや相談会をオンラインで実施した。相談を希望する学⽣は当初
少なかったが、イベントの参加学⽣を中⼼に後半になるにつれ件数が増加していった。全て
オンラインのみでの対応となったことで、逆に、学⽣との接点が薄くなり、特定の学⽣のリ
ピート参加が⾼くなり、広がりを持った活動につながらなかった。

社会福祉法⼈みんなでいき
る

計画修正

【⼀次公募：7⽉末まで延⻑】2021年1⽉の⼤雪や感染拡⼤の影響を受けて、店舗開業が2ヶ
⽉ほど遅れ、プレオープンが4⽉になったため、2ヶ⽉間の事業延⻑することになった。な
お、店舗の商品は、就労⽀援施設等との委託販売契約を結ぶ予定だったが、感染拡⼤の影響
によって利⽤者の就労が休⽌されており、確保しにくい状況で、リスクをとって直接仕⼊れ
ることも選択肢に⼊れ、調整をしているところ。また、想像以上の反応として、店舗ができ
たことで障がいを抱えた作家など当事者たちの居場所にもなりつつある。

特定⾮営利活動法⼈まちづ
くりスポット

計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】オンラインサポートグループは⾼齢⼥性を中⼼に集まり、学⽣も
バックアップするメンバーとして加⼊した体制で組織化できた。介護施設等の福祉施設への
オンライン配信については、サポートグループによるまちあるき配信など、いくつかのプロ
グラムを実施した。また、施設職員からオンライン会議のサポートの要望もあったことか
ら、作成したマニュアルを提供したり、研修を⾏うなどの活動にも発展した。事業期間終了
後は、⾏政からの受託事業や施設との有料契約など継続できる体制を整えている。

特定⾮営利活動法⼈都岐沙
羅パートナーズセンター

計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】事業開始直後に、市内に新たに1つのフードバンク団体ができたた
め、既存団体や⾏政等とも連携して⾷材を融通しあうなど調整する体制を整えてきた。ま
た、企業や農家等への働きかけもあり、域内調達の割合が⾼まった。⼀⽅、制服リユースは
順調に集めることができたが、制服注⽂時期が11⽉ごろだったため、想定よりも受け取り希
望者は集まらなかったが、市の就学援助情報と合わせて発信してもらい、必要とする⼈に届
けられるよう今後も継続する。

新潟県フードバンク連
絡協議会

ほぼ計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】フードドライブに参加するフードバンカー養成講座は実施できて
おり、それに伴って、ひとり親家庭や学校、企業等に参加・協⼒層が広がり、結果、⾷材寄
贈料も増加し、⽬標値として設定した数値は⼤きく上回る⾒込み。⼀⽅で、養成講座のカリ
キュラムが弊協会との合意を⼗分に経ないままに事業を開始しており、作成されたテキスト
が事業の⽬的において妥当なものであるかの検証ができていないことや、講座内容が不透明
である点が拭えない。また、事業費の適正な⽀出ができていなかったことから、事業期間終
了直前に代表者も交えた緊急⾯談を実施した。



松⼭NPO登録団体 natu-
Re-lief

計画修正

【⼀次公募：8⽉末まで延⻑】コロナ感染拡⼤や進⾏管理の⾒通しが⽢かったことから、全
体的に事業に遅れが⾒られ、店舗のプレオープンが5⽉となったため、3ヶ⽉間の延⻑を⾏う
ことになった。店舗開業までの期間には、近隣の⼦ども⾷堂と連携して、配布会を開催する
などの取り組みを⾏なってきた。6⽉から店舗が正式にオープンするが、感染状況次第で
は、店舗内での⾷堂開催は中⽌して、弁当配布に切り替える予定。

特定⾮営利活動法⼈未来
ISSEY

計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】ママおたすけグッズを2⽉半ばから配布開始して、⾹川医⼤や四国
こどもとおとなの医療センターを中⼼に、県内外の病院に⼊院しているお⼦さんがいらっ
しゃる保護者に配布を⾏っている。当初は⻑期⼊院だけを対象と想定していたが、短期⼊院
も加え、5⽉中旬時点で約200個を配布し、事業期間内に配布できなかったグッズは継続して
配布することになっている。

認定特定⾮営利活動法⼈さ
ぬきっずコムシアター

ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】学習⽀援者養成講座を4⽉に開催し、15名の参加者のうち8名の⽀援
者登録ができた。学習⽀援の場は5⽉からスタートし、学校の協⼒のもと、「ひとり親家庭
や経済的に厳しい状況にあるご家庭の塾に通っていない⼩中学⽣」という表記で案内してい
る。まだ開始した直後で、登録する⼦どたちには半分程度の空きがある状態。

特定⾮営利活動法⼈⼦育て
ネットくすくす

計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】最終的にひとり親や⽣活困窮の配布希望登録世帯数が130を超え、
事業開始時点より50以上増加した（特にひとり親家庭同⼠のネットワークで広がった）。配
布に当たって、被⽀援者が⽀援者側になる「Cash for Work」形態を取り⼊れ、少額ながら
も賃⾦を⽀払うことで、⾷料品だけでなく、⾦銭⾯や社会参加の機会という側⾯からの⽀援
も試みた。受け取りに来れない状況にある数世帯には、直接、訪問して配布するなどの対応
を⾏うことで⽀援を届けることができた。

特定⾮営利活動法⼈⼦育て
ネットひまわり

計画通り

【⼀次公募：6⽉末まで延⻑】⾼松市内の⼦ども⾷堂のネットワーク構築と活動を推進する
基盤（Webサイトや共同イベント開催）を⾏なってきた。全体的にコロナの影響によって遅
れも⾒られたため、期間を1ヶ⽉間延⻑した。ネットワークができたことで、⾏政の制度や
施策の⾒直しにつながったり、団体同⼠の助け合いが増えたり、企業・個⼈から寄付が集
まったりするなど、成果が現れている。

NPO法⼈Kodomo Saijo ほぼ計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】地域の⺟⼦寡婦連合会など各種団体と連携して、延べ1,000世帯以
上のひとり親家庭に⾷料品を配布した。相談対応⽤にLINEアカウントを作成し、アンケート
配布時に案内を⾏うなど周知したが、特に相談が寄せられなかった。配布は他団体が担って
いることから、顔が⾒えない中での相談のハードルの⾼さがあるのかもしれない。

特定⾮営利活動法⼈ｅワー
ク愛媛

計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】無料スーパーの運営と来店者への相談対応を⾏なった。カード配
布数（⽉次利⽤世帯数）は70枚を超えた。当初は、ひとり親家庭（⺟⼦家庭）を想定してい
たが、少数ながらも外国籍や⾼齢、男性単⾝世帯（雇い⽌めや障害者）など多様な対象者か
らニーズがあることが⾒えてきた。⾷料品寄贈は、地元スーパーや⾦融機関との連携が事業
期間内に始まり、需給バランスは取れている。事業期間内に松⼭市内でも協⼒してくれる場
所があったため、休眠事業費⽤外で開始した。今後も無料スーパー形式で継続していく予
定。

特定⾮営利活動法⼈アテ
ラーノ旭

ほぼ計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】DV被害者や統合失調症の⽅への⽀援は、当初は⾷事会などの集合
型での関わりを予定していたが、本⼈の状態が整っていないことから、個別⽀援のみとし
た。⽀援の過程において、当事者の住む地域の⽅々と話し合う機会を作るなど、当事者に対
する周囲の理解が深まった。弁当配達については、困窮世帯のお⼦さん対象は⾏政やスクー
ルソーシャルワーカー、ホームレス対象はこうちネットホップと他団体との連携によって予
定通り取り組んだ。

ひとり親パートナーズ 計画通り

【⼀次公募：5⽉末完了】ひとり親を対象とした配布会を県内4箇所でスタートした。なるべ
く多くのひとり親家庭に⽀援が届けられるよう、対象者が重ならないよう他の実⾏団体と調
整を⾏なった。また、期間内に要望があり、⼩⾖島での配布会も現地の団体と連携してス
タートすることにも活動が広がった。当事者ボランティアの協⼒を得て開催することで、当
事者が前向きな姿になるなどの成果も⾒られている。



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

イマココ⼦育て⽀援 ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】4⽉上旬にオープンして、現在週5⽇開いている。コロナの影響で学
校へのチラシ配布が難しい状況だが、⼦ども⾷堂などを通じて周知している。1⽇あたりの
参加児童は3⼈以内。遅い時間まで⾒てもらえるので就業時間を増やすことができたとい
う、ひとり親からの喜びの声があった。学校休業⽇は休む予定だったが、⻑期休暇も含めて
開けて欲しいという要望があるため、今後、対応を検討する。

NPO法⼈ライフサポートア
ゴラ

ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】松⼭市に「まん防」が宣⾔されていることから、5⽉末までの⼦ども
⾷堂や学習⽀援の開催は中⽌している。弁当配達を5⽉中旬から開始し、以降、⽉2回実施予
定。ファミリーマートやコープ、郵便局などと連携して、回収箱を⽤意してフードドライブ
を実施する計画も進めている。

松⼭さかのうえ⽇本語学校 ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】国際⼦ども⾷堂を本事業を活⽤して4⽉からスタートした（3⽉はプ
レオープン）。当初は外国⼈シェフにも調理を頼む予定だったが、在留資格の関係で賃⾦⽀
払いが難しい可能性もあり、留学⽣にアルバイトとして出⾝国の料理を提供してもらう形で
実施している。また、⾼校⽣ボランティアの社会参加の機会にもなっている。参加者は⼩学
⽣を想定していたが、未就学児の家庭が多い。⽣活保護が多いエリアなので、対象者は潜在
的にもっといると考えられるため、アプローチ⽅法を検討中。

⼀般社団法⼈ 
NATURE&HUMANS 
JAPAN

ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】在⽇外国⼈に対する相談・⽀援活動がすでに1ヶ⽉で20⼈に実施して
いる。就労⽀援の⼀環として⾏う⽇本語のオンライン研修のニーズが⾼いため、週1回を2回
に増やして実施していくことになった。宿泊場所の⽀援は、2つの市で場所を確保し、利⽤
者がすでに⾒つかっている。全体的に当初想定していた対象⼈数よりも多くなったことと、
対象者の⽇本語の習得度が低い状況にある。

まほら⼦ども⾷堂 ほぼ計画通り

【⼆次公募：4⽉開始】準備で遅れが⽣じたため、⼦育て中の⽣活困窮世帯等への「Gumi 
Box」配達を5⽉末から本格的にスタートする。ソーシャルワーカーとドライバーで配達し、
今後、相談対応も⾏なっていく。遅れた分の物資などは配布回数を増やす、期間延⻑するな
どの対応を検討する。

・実⾏団体への⽀援は、初期
の研修として、助成を受ける
実⾏団体としての留意点や、
証憑の管理、変更時等の取り
扱い。事業計画の評価をどう
するのか、また期中の事業⽬
標の確認や、伴⾛役との顔合
わせ、⽀援計画の確認等の基
盤強化を⾏う。そののち、指
定の進捗確認を地区単位の委
託先を通じて⾏い、各団体の
進展や変化に応じて、事務局
と対処の検討、必要に応じて
JANPIA側への報告、確認と調
整を⾏う。

ほぼ計画通り

採択後に、内定団体説明会を開催し、休眠預⾦制度における契約を始めとした各種⼿続きに
ついて説明を⾏った。事業評価設計については、活動内容と齟齬が出ないよう、弊協会で整
理を⾏った上で、メール等によるコミュニケーションによって確定してもらった。（なお、
Salesforceへの⼊⼒やファイルアップロード作業は全て弊協会側で担うことで、実⾏団体が
活動開始に注⼒できる環境を整えた。）
契約後は、毎⽉1回の進捗確認⾯談を担当PO2名体制で⾏い、⽬標とするアウトプットまた
活動計画に対して、客観的な事実としてどのような状況かを確認し、⽬標の再設定が必要な
のか、⽬標達成に向けた課題解消が必要なのかを整理した。なお、委託先パートナー団体に
は、進捗⾯談の記録を共有しつつ、必要に応じて⾯談に同席してもらったり、助⾔・後⽅⽀
援をしてもらった。
その他、必要に応じて⽇常的な問い合わせ対応を⾏い、JANPIAへの確認も⾏った。

活動 進捗状況 概要

・各地域の実状に即した広
報、案件形成、事前相談等を
⾏う

計画通り
対象地域の市⺠活動センター等に告知の依頼を⾏った他、各県ごとのパートナー団体を通じ
て、個別に事業テーマと合致する活動を⾏っている団体に声がけをしてもらった。



Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

⽀援先としては、特に、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配布会（フードパントリー）を軸とした活動を⾏
う実⾏団体が多かった。また、関連して、⾷材等を安定調達するためのフードバンク機能を拡充していく活動も⾒られた。これらの活動のほぼ全て
が、今後も継続して活動を⾏なっていく⽅針を⽴てている。事業期間内にそれぞれが何らかの形でメディアにも取り上げれることも多く、コロナ禍
という緊急時において、市⺠活動団体が裨益者の声なき声を拾い上げ、「誰⼀⼈取り残さない」ために⽀えていくという重要な役割を果たしている
ことへの社会全体の認知は⾼まったのではないかと考えられる。

・専従POを配置し、2つの地
区ごとの委託先との連携、並
びに各県の連携先団体との協
調的な⽀援を実施する。

ほぼ計画通り 上記の通り

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

⾃由記述

プログラム・オフィサー関連経費 \2,434,000 \566,000 \3,000,000 \284,461 9.5%

80.5%
管理的経費 \4,452,000 \2,548,000 \7,000,000 \546,852 7.8%

事業費
実⾏団体への助成に充当される費⽤ \34,000,000 \6,000,000 \40,000,000 \32,205,764

新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴う緊急事態宣⾔等が発出されることによって、⾏政等からの働きかけや、実⾏団体が⾃らの判断で活動の制限に
よって、計画に沿った活動遂⾏が事業期間内に難しいケースが⽣じた。具体的には、以下のようなケース。
・感染予防の観点から店舗営業や対⾯でのイベント開催が⾃粛せざるを得なくなる
・上記に紐付き、オンラインでの対応に切り替えることによってスケジュールに遅れが⽣じること
・連携先の活動⾃粛に伴い、商品納⼊やイベント開催などが滞り、計画変更を余儀なくされること
そのため、⽉次⾯談も含めて、⽇常的にコミュニケーションを取ることで、計画からのズレ・遅れが発⽣していないかを確認を取るようにしてき
た。その上で、⾯談での報告を踏まえて、感染減少した後の期間内に活動回数を増やすなどで対応できるか、裨益者のニーズに応える代替策が検討
できるか（⼦ども⾷堂をフードパントリー形式に変更など）、期間を延⻑することで満たせるかなどを確認して、必要な計画変更⼿続きをとった。
感染拡⼤局⾯において、やむなく対⾯での活動を⾏う場合、当初計画以上の感染予防対策の徹底を依頼してきた。

⾃由記述

合計 \40,886,000 \9,114,000 \50,000,000 \33,037,077 66.1%

Ⅷ. 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）

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

補⾜説明 ⼈件費等の法⼈本体との按分経費の振替がまだ終えられていないため、⾒かけ上、管理的経
費の執⾏率が低くなっている。※2021年5⽉31⽇までの執⾏額で記載

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応



有

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

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）

2.  内部通報制度は整備されていますか。 外部通報窓⼝をウェブサイトに掲載する準備中はい

報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 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

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
規程では毎年9⽉、3⽉に開催することになっている。2021年3⽉
にコンプライアンス委員会準備会を開催し、今年度より正式に
スタート予定。

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 年度ごとに⾃⼰申告を⾏う⼿続きを実施。

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


