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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

その他 その他

その他 その他

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

地域の課題が広く認知され、⾏政や⺠間企業
の関⼼が寄せられている状態

公的・⺠間資⾦の投⼊
地域との連携状況

事業が⾏政の関与を受
けるようになる、団体
への寄付⾦が増えてい
る、地域での連携が深
まっている

3団体の事業が期中な
いし後に⾏政からの委
託になった
⼀部団体では受取寄付
増となった

実⾏団体からは、下記の様な効果が報告されている
・事業を通じて地域の商店街との連携が増え、⼦ども
が抱える問題への関⼼も⾼まった
・企業からの寄付が増えた
・⾏政からの委託以外で、⾃主事業を⾏う価値を⾒出
した

⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

課題に対し短期・効果的な取組ができる団体
が申請をし、採択された実⾏団体が適切な事
業設計ができている状態

a)事前相談の対応件数
b)審査会前のヒアリン
グ

ー

a)約20団体に、電
話・ZOOM等で相談対
応
b)全応募団体に最低2
時間実施

過去に助成実績のある団体や、公募前の調査段階でヒ
アリングをした団体などからの応募があり、申請書作
成経験が少ない団体にはアドバイスを⾏った。

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

課題設定、事業設計に関する振り返り

コロナ禍で特に影響を受けるのは、⾮正規雇⽤、学⽣、⼦育て世帯、外国⼈という想定で事業設計を⾏った。公募やその後の活動を通じ、当該社会層への⽀援が平時以上に
喫緊の課題であると実感。特に妊産婦や外国⼈は対⾯相談のニーズが⾼く、⾏政のサービスが制限される中での活動は多くの⼈の助けになった。
公募前の調査段階で関連する活動を⾏う組織と予算規模等を精査、1団体上限を1000万円にした。結果的に少額な申請もあったが、9中7団体に500万円以上の助成を実施。事
業完了時に返還が⽣じたのは2団体、約230万円（3.8%）であり、想定通りの事業内容・規模になったと評価できる。
越冬⽀援を前提に短期集中的な期間設定にした結果、初期費⽤がネックになっていた居住⽀援や⾷料⽀援は順調にアウトプットが出たが、関係づくりが肝⼼となる相談事業
は本格稼働まで半年以上必要となることもあり、期間内に⽬標アウトプットには届かなかったケースもあった。加え、コロナ禍が⻑期化する中、助成期間後も事業継続の
ニーズが⾮常に⾼いものの、すぐに必要な資⾦を⼯⾯できる団体は多くなく、出⼝という⾯では⼀定以上の期間を要することが改めてわかった。

実施時期: 2020年8⽉〜2021年8⽉
事業対象地域: 岩⼿県、宮城県

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、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: 岩⼿・宮城両県の社会的孤⽴防⽌⽀援事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈地域創造基⾦さなぶり
実⾏団体数: 9団体

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

主に宮城県・岩⼿県において、コロナ禍の影響を強く受ける社会基盤の弱い層を対象に、⾷料⽀援・居住⽀援・相談事業を⾏う団体への助成事業を⾏った。
実⾏団体が⼦育て中の家庭（妊産婦、ひとり親）、中⾼⽣、⼤学⽣、外国⼈留学⽣、そのほか困窮者を対象に、6-7カ⽉間にわたり事業を展開。
⾸都圏に⽐して感染者数は多くないものの、感染者やその家族、帰省者への差別が課題として浮かび上がった。また外国籍の居住者コミュニティで⼤規模なクラスターが発
⽣したり、21年4⽉には宮城県で独⾃の緊急事態宣⾔が発令されるなど状況は悪化した。そのような中、実⾏団体が、⾏政の対応しきれない居住確保、⾷料⽀援、相談体制確
⽴に取組んだことで、当初から⽬的としていた「宮城・岩⼿の越冬⽀援」という⾯で想定以上の成果をあげられた。
本事業を通じて、当該期間中の⽀援事業の質と量の拡充に加え、事業期間終了後も利活⽤可能なハード⾯、ソフト⾯（実績と関係性）が構築された団体が多い。また事業実
施を通じて、新たな課題や潜在的な課題へのリーチが可能となった団体が多く、休眠預⾦制度を活⽤した緊急⽀援助成事業の実施の有効性や効果が際⽴っている。

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

伴⾛⽀援により、実⾏団体が最後まで事業を
終えることができている状態

⾯談の回数
全実⾏団体に対し、⽉
1回⾯談

全ての実⾏団体に対
し、平均⽉1回以上の
対話、⾯談を⾏った

規程整備や精算のフォローアップ、他の実⾏団体から
の知⾒共有のニーズが⾼かった。

規程整備によって、実⾏団体の組織基盤が強
化され、円滑な団体運営に繋がっている状態

規程整備状況
半分以上の実⾏団体で
規程整備が開始されて
いる状態

8割以上の実⾏団体が
規程整備を完了、残り
の2割でも整備開始

緊急コロナ枠においては整備完了は必須ではなかった
が、結果的に規程整備の重要性が認知された。規程
フォームを提供したことで、団体の負担が⼤幅に削減
した。



その他
相談先の不
⾜

その他
⾷料関連の
不⾜

ホームレス
居場所の不
⾜

⼦ども・学
⽣

連携の不⾜

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

・経済的状況に関わらず、健康で⽂化的な最
低限度の⽣活を保障する

c)住居の提供部屋数
d)住居の提供回数

40部屋
のべ230回

40部屋
160⼈（空室の期間も
あったため回数ではな
く⼈数）

対象）外国籍の住⼈、住居喪失者
提供住居の⼀部が期間中⾏政委託対象になったケース
があった。新たに別の部屋を⾃主事業として運⽤し
た。遠隔地の住居では、地理的な要因からか、想定よ
りも提供回数が少なくなった。

・多くの⾷事・⾷材⽀援体制の構築を図る
・⾷事・⾷材⽀援を通じて、地域の福祉資源
との接続のきっかけをつくる
・⾷事・⾷材⽀援を通じて、経済的状況に関
わらず健康を維持する
・⾷事・⾷材⽀援、相談活動を通じて、情報
の孤⽴、関係の孤⽴を避ける

⾷事・⾷材等の提供 のべ2200⼈ のべ3700⼈

対象）⼦ども、学⽣、外国籍の住⼈、住居喪失者
外国籍の住⼈からのニーズが⾼く、急遽追加で⾷料⽀
援を⾏った団体があった⼀⽅、⼤学⽣についてはすで
に地域のフードバンクから⽀援を受けているためか、
想定していた程のニーズがなかった。

到達度

想定通りの成果

想定以上の成果があった

想定通りの成果

想定通りの成果

考察等

・7団体が⾷糧⽀援に取組み、緊急・直接的な⽀援に繋がった。⾷料を配布を通じて、地域の福祉制度との接続や連携を図る仕組みづくりの結果、困窮状態の出⼝になる就労
⽀援等を含め、より包括的なアプローチが⾏われた。
・実⾏団体の多くは既に各分野でノウハウを持っていたが、今回⾃主事業として取組むことで制約（施設利⽤の⾃粛、予算的制約）を超え、より現場ニーズに即した⽀援が
図れた。
・妊産婦やこども、外国⼈は、コロナ禍で⾏動が制限される中、居場所や信頼できる相談相⼿のを必要としていることが分かった。特に妊産婦については⾏政⽀援が住⺠票
の所在地前提の為⾥帰り出産時は使えない、実親の⽀援が移動制限により期待できない等、孤⽴状態が⾒受けられた。外国⼈は、⾔語の壁、正確な情報や⽀援事業そのもの
へのアクセスが限定されていたため、正確な情報が的確なチャンネルから提供される効果は⼤きかった。
・相談を通じて本⾳を聞き出せるようになるには⼀定期間信頼関係の構築、或いは現場やSNS上等に⽀援者側が出向く必要があり、継続的な関わりが求められることが⾒え
てきた。

事業実施以降に⽬標とする状況

・世帯単位の⾷料の安定確保と、多数の世帯に対する⾷糧の安定確保に係る実⾏体制、並びに連携体制が構築されている。
・あらゆる形の貧困をなくすため、経済的な困窮者と地域福祉資源が接続する為の⽅策が⾒出されている
・全ての⼈々に健康的な⽣活を確保し、福祉を推進するために、困窮者と官⺠が提供する地域福祉資源に関する役割分担と連携の在り⽅について、モデルが⾒出されてい
る。次なる改善点が⾒出されている
・⽀援を求めない、声を上げない⽀援者への接点の持ち⽅に関する仮説が検証されている
・⼦ども、妊産婦、⼤学⽣、外国⼈が、⽀援を通じて情報と関係性が孤⽴することなく他者に頼る（相談、⽀援を頼む）環境が整っている
・コロナ差別の実態とそこから浮かび上がる構造が整理され、対応策が準備されている

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

今回の休眠事業がきっかけとなり、⾏政が⽀援ニーズを認め、新たに事業規模を拡充して委託された実⾏団体が複数あった。（⼥性の相談窓⼝（まんまるママいわて）、緊
急シェルター（ワンファミリー仙台）など）
また、⾏政が現場視察に訪れた事業もあり、今後事業が発展することが期待される（共⽣地域創造財団、マザー・ウィング）。

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

申請準備段階の個別相談、アウトプッ
ト・アウトカム設定等のアドバイス

その他

規程整備⽀援 組織基盤構築⽀援

実⾏団体同⼠の連携促進 ネットワーク形成・CI促進⽀援

実⾏団体の事業進捗状況の確認、必要に
応じた⽀援研修を⾏う

その他

概要および考察

案件発掘、個別相談、審査前のヒアリングを通じて、各団体の状況を把握し、事業設計やアウト
プット・アウトカム設定等について、積極的なアドバイスを⾏った。JANPIA制度を活⽤するが初
めての実⾏団体も多く、事業計画の書き⽅から伴⾛したケースもあった。
ほぼすべての団体が規程類未整備であったが、団体の種類（NPO、⼀般財団など）ごとにフォー
マットを提供し、フォローを⾏った結果、⼀部事業期間を超えたもののほとんどの団体がJANPIA
基準の規程整備を完了させることができた。
合同で宮城・岩⼿の県政記者クラブで記者発表を⾏い、実⾏団体同⼠が情報交換の機会を持つこ
とができた。居住⽀援を新規に始める実⾏団体が、ノウハウを豊富に持つ団体に相談をする、或
いは物資⽀援に強みをもつ団体と必要とする組織との相談をすることがあった。

定期的なMTGを通じて、事業の進捗を確認した。研修については実務経験が⾼い団体の採択で
あったことで特段ニーズがなかったが、JANPIA精算様式への記⼊⽅法等は、要望に応じて時間を
取り⽀援を⾏った。実⾏団体のなかには、組織内の管理体制を効率化するために、給与の⽀払を
今回の助成を機に現⾦から⼝座振り込みに切り替えたところもあった。

・⽣活困窮者を孤⽴させないための相談の⼊
り⼝を広範に設ける
・相談を受け付ける体制の構築を図る

a)広報資料等の配布
b)相談対応件数

a)2200枚
b)1500件

a)15,000枚
b)1,600件

対象）妊産婦、⼦ども、学⽣、外国籍の住⼈、住居喪
失者
コロナ禍で紙媒体でのチラシ配布が難しいケースも
あった⼀⽅、SNSで相談事業について発信し、反響
が⼤きかった団体が複数ある。相談対応件数は、対応
するスタッフの数などの制約もあり、当初⽬標してい
た件数と略同じだった。

・連携会議の開催を通じて、当該地域内の複
数組織の連携を図る

連携会議の参加団体 10団体（実数）
連携ネットワークとし
ては⽴ち上がらず

連携NPOは5、⼤学は3、個別の情報交換は合計8回開
催。



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

無

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

報告書等

補⾜説明
宮城・岩⼿もまん延防⽌等重点措置・緊急事態宣⾔下になるなど、想定以上にコロナによる移動制限がかかり、当初毎⽉を
想定していた実⾏団体への訪問が難しくなったため、PO経費の執⾏率が低くなった。

Ⅹ. 広報実績 

プログラムオフィサー関連経費 \736,004 \857,000 \853,920\1,593,004

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑
誌・WEB等）

\69,000,000 \67,974,854 99%

活動 実績内容 結果・成果・影響等

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

54%
\6,420,900

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。 整備中
倫理に関する規程のうち、⼀部記述を現⾏の規程に追記すべく理事会決裁待ちの状況。
その他の規程は整備済。

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。

従来から整備されていた規程を基に、JANPIAから提⽰された必須項⽬などを取り⼊れる形で再整備を⾏った。

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 http://www.sanaburifund.org/shien/download/

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

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

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. 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

規程類の読み合わせをしながら、過不⾜の確認をし、不⾜の部分は再整備の際に反映した

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)

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)

課題を取り巻く変化

今回の採択団体は、地域において従来から活動を積極的に⾏い、実績も実⼒もある組織ばかりであったため、コロナ禍においては、従来の延⻑線上の取組みを、より着実か
つ必要としている⽅へいかに的確かつスピード感をもって提供できるかという点に重点を置いた。
本助成をきっかけに、活動拠点を増やす、⽀援対象者を広げる等、地域が従前から抱えてきた問題にアプローチできる事業を開始できた団体が多かった。
コロナ禍は未だ収束せず、むしろ感染は拡⼤傾向にある。実⾏団体の⼤半が、利⽤者からの声を受けて、今回の事業を継続をしている。今回、事業対象とした社会的孤⽴の
リスクの⾼い層への⽀援のニーズは、更に⾼まっている。先が⾒通せない状況下、より⻑期的な⽬線での⽀援も視野に⼊れて次の活動を検討・開始している団体もいる。

合計 \66,420,900 \2,579,100

事業費

広報制作物等

\2,579,100 \9,000,000 \8,767,854 97%
直接事業費 \60,000,000 \0 \60,000,000 \59,207,000 99%
管理的経費



Ⅻ. その他

⾃由記述

資⾦分配団体として事業設計をする際に、地域の課題やコロナ禍特有の問題を掘り下げて検討したことで、短期間ではあったものの効果的な助成事業が展開できた。
宮城／岩⼿と⾸都圏、都市部・それ以外では、コロナ禍における状況や問題が異なることも浮き彫りになった。

休眠預⾦という特性から、従前の⺠間の助成⾦とは助成事業のマネージメント⽅法が異なる点も多々あり、短期間で実⾏団体の伴⾛をどうすべきか苦慮する部分もあったが、なるべく実⾏団体には現場の事業に専念
してもらうべく、資⾦分配団体としてのサポートする様⼼掛けた。資⾦分配団体としてはじめての休眠預⾦事業であったが、JANPIAからの⼿厚い⽀援や理解があり、ありがたかった。

実⾏団体からは、今回の助成をきっかけに団体としても⼀歩先にすすめた、という声も多数あり、地域の⽀援の輪がより強くなるきっかけになったのではないかと思う。

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)
本事業のPO（統括・担当）は同席せず、資⾦分配団体の理事による監査を全団体に対して⾏い、
監査報告書を記録として作成した。

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)


