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Ⅰ．事業概要

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受益者 ②課題

⾼齢者 外出困難

⾼齢者 外出困難

⾼齢者 外出困難

⾼齢者 外出困難

⾼齢者 外出困難

B-1）安⼼安全なガーデンテラスを改修する
ことによって⾼齢者の外出の機会を増やし、
健康増進や交流の機会を増やす

B-1）①テラス席の利
⽤者数②①に占める⾼
齢者の割合③多様な世
代、会でのテラス利⽤
者数
④カフェの利⽤者数

B-1）①500⼈
②9割
③⽉2回、8⽉までに
延14回の他団体等に
よる利⽤
④カフェ利⽤者昨年と
の⽐較で10％増

①602⼈（1.2倍）
②88.5％
③2団体が6回の利⽤にとどまった
④47％と⼤幅減少
・2020年10⽉〜2021年9⽉までの215⽇延べ
2855⼈（13.2⼈／⽇）
・昨年2019年10⽉〜2020年9⽉までの145⽇延べ
3193⼈（22⼈／⽇）3〜6⽉カフェ中⽌
・コロナ前の⼀昨年2018年10⽉〜2020年9⽉ま
での215⽇延べ4730⼈（22⼈／⽇）

①、②に関しては概ね達成、③④に関しては本事業開始時の想定を超える感染拡⼤が続く中、カ
フェの利⽤者は⼤幅減となった。
しかしながら、2021年2⽉にオープンしたガーデンテラスの延利⽤者数は、想定の1.2倍を超え、
また⼦連れや若者など多世代の利⽤も⾒られた。⾼齢者を中⼼に、外出機会の創出に貢献できた
と考える。
ただし、他団体による利⽤は伸び悩んだ。感染収束の⾒通しが⽴たないことのみならず、周知時
期が当初予定より遅れ8⽉になってしまったことにも原因がある。他団体による利⽤の予約システ
ムも構築できたため、周知の徹底により引き続き屋外テラスを中⼼とした多様な交流機会の創出
を⽬指す。

B-2）介護職による介護予防事業を感染リス
クの低いガーデンテラスで実施することで、
安⼼して⼼⾝の健康を維持できる。

B-2）①実施回数及び
参加者数
②参加者の満⾜度
③フレイルのリスクの
変化値
（フレイルとは虚弱を
意味し、社会的、⾝体
的、⼼理的フレイルが
あり、それを予防する
ことを介護予防事業と
する）

B-2)①実施回数12
回・参加率
②定員の8割以上が満
⾜
③参加者の6割がフレ
イルのリスクの状態が
維持または改善してい
ると回答

①実施回数12回、参加率86.5％
②継続参加者8名全員（100％）が「参加して良
かった」「楽しかった」「また来年も参加した
い」と回答した。
③健康講座開始時と終了時のフレイルのセルフ
チェックの結果を⽐較したところ、87.5％が改善
または維持できた。

設定した⽬標値：達成。
2021年4⽉から6か⽉間の⾼齢者のフレイル予防のための健康講座を⾏い、8名の継続参加者が得
られた。参加者の満⾜度は⾼く、次年度の開催が望まれた。また、講座開始時と終了時のフレイ
ルのセルフチェックの結果から、講座の参加によりフレイルのリスクは改善または維持できた。
他、参加後のアンケートから、参加前よりも体を動かすようになったり、⼈と話をするように
なったといった⾏動の変化や、「健康に関する情報を気にするようになった」、「栄養のバラン
スを気にするようになった」、「姿勢を気にするようになった」、「前向きな気持ちになっ
た」、等の気持ちや意識の変化がみられ、専⾨職による講座の効果があったと考えられる。

A-1）①チラシの配布
数2000枚
②弁当増加率1.3倍
③新規継続利⽤者数
10名増加

①チラシ配布2000枚。
②チラシより情報を得た利⽤希望者に288個無料
宅配弁当配布。内アンケートの回収枚数は191枚
（回収率66.3%）
弁当増加率は2019年10〜2020年9⽉2,531個（1
⽇17個）に対し2020年9⽉〜2021年8⽉まで
4079個（1⽇28個）で1.69倍の増加率
③2021年8⽉までの⾒守り弁当依頼者は31⼈。そ
の内2020年10⽉以降の新規注⽂者は19名

①⽬標値は達成。チラシ反応率が⾼く、無料宅配弁当や事業の周知に効果的であった。
②①のチラシ配布により無料宅配弁当を配布。弁当の増加は昨年度と⽐べ16.1倍の増加であっ
た。これはチラシの配布の効果と考えられる。
弁当試⾷者の感想を問うアンケートも⾼い回収率であり、量・味・価格・宅配料⾦への満⾜度、
また今後利⽤したいとの回答、いずれも75％を超えた。ただし、評価に年齢差がみられ、70歳代
以上で今後も利⽤したいと回答した者は約6割と相対的に低い。経済的負担と、⾃尊⼼の影響が⼤
きいと考えられる。
③⽬標値は概ね達成した。2020年10⽉以降の新規注⽂者19名中、介護者（息⼦・娘・兄弟）から
の注⽂が13名である。コロナ禍で仕事と介護の両⽴の負担がより⼀層増していると推察される。

A-2)⾼齢者や介護家族が⽣活サポートを受け
ることで孤独せず安⼼した⽣活を送ることが
できる

A-2）①新規利⽤者数
②利⽤者の安⼼度・信
頼度

A-2）①新規利⽤者5
名②アンケートや聞き
取りで利⽤者の現状や
様⼦から安⼼度や信頼
感が概ね8割が良好と
回答

①新規利⽤者9名、利⽤回数146回、延べ時間数
270時間（1回あたり平均1.84時間）
②利⽤者への聞き取り及びアンケート調査では、
8名中9名が満⾜と回答。聞き取りでは、今後病院
の付き添いをお願いしたい。仕事をしながら介護
しているので助かる。介護者の話も聞いてもら
え、24時間⾒守りをしてもらい安⼼できるとの回
答を得られている。

①、②に関して⽬標値を⼤幅に上回って達成。
想定を上回る新規利⽤者であり、満⾜度も⾼いが、潜在化するニーズは利⽤実態だけでは捉えら
れない。そこで、無料弁当配布時に⽣活サポートに対するアンケートを同封し、191名より回答
を得た。
●⽣活サポートについてのアンケートでは40％の⼈がサポートに関⼼があり、同居家族のいる⽅
26%よりも、⼀⼈暮らしの⽅3への希望は、同居家族のいる⽅26%よりも、⼀⼈暮らしの⽅39%と
より⾼い。
●⽣活サポートの希望者は全55名（28.8%）の属性は多様である。70代以上、かつ回答者⾃⾝、
或いは同居家族に被介護者や慢性疾患者がいる⽅が23名と最も多いが、60代以下でこれらに該当
しない⽅の希望も13名と少なくない。
●具体的には、認知症の⽅を含む⾒守り、病院付き添い、庭の⼿⼊れ、介護者の傾聴への希望が
⾼い。
以上を踏まえると、①⾼齢の介護家族だけがサポートを必要としているわけではなく、⾼齢者介
護に⽌まらないケアラー問題として⽀援が必要であること、②働くケアラー（介護者）の依頼に
より⾒守りや傾聴を⾏うことが、介護と仕事の両⽴に繋がることが期待されること、が考察され
る。被介護者とその家族丸ごと寄り添う介護保険外の⽣活サポートは、不可⽋なサービスである
といえ、今後も継続する必要がある。

A-3）事務作業の簡略化のためにシステムを
構築する。

A-3）管理者やコー
ディネーター、ケア者
の効率向上に対する満
⾜度

A-3）効率が上がった
との回答率80％

A-3）効率が上がったとの回答率100％ ⽬標値は達成。
●管理者：紙媒体のデータ管理から解放され、電⼦化されたデータの検索や活⽤が可能になたた
め、サービス利⽤者の状況及びコーディネーター・ケア者の活動の把握が容易になった。
●コーディネータ：⼊⼒操作の習熟に時間がかかり、初期⼊⼒に⼿間取った。しかしながら、利
⽤者への納品書やケア者への⽀払明細書の出⼒がワンクリックで可能となったため、事務作業の
⼤幅な時間短縮を達成した。
●ケア者：利⽤者宅での書類記⼊、及びタブレット⼊⼒の両⽅が必要になり、従来の書類記⼊の
みに⽐べ2，3分多く時間を要する。半⾯、事務所に戻ってからの書類整理などの事務作業がなく
なった。
以上の結果から、システム構築により管理者、コーディネータ、ケア者ともに事務作業の効率化
に関して⾮常に⾼い満⾜度が得られ、システム構築の有効性が実証されたと考えられる。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍を乗り越え、共⽣社会をめざして
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ちばのWA地域づくり基⾦
実⾏団体名: NPO法⼈ケアラーネットみちくさ

事業実施概要

感染リスクが⾼い⾼齢者や認知症の⽅とその介護家族は、新型コロナウイルスの第3波の感染拡⼤を迎え、⼈との接触を避け外出を控えている。この現状を鑑み、⼤きく2種の事業を実施する。A.⾼齢者や介護家族の孤⽴深刻化を解消すべく、アウト
リーチを中⼼とした事業を強化する。具体的には、⾒守りを⽬的とした宅配弁当、⽣活の質を下げないための⽣活サポートの実施、加えてこれらアウトリーチ事業効率化のための管理システムの構築を⾏う。B.感染リスクが低い屋外中⼼の活動を想定
したガーデンテラスを整備し、安全安⼼な環境で介護予防や相談業務を実施するほか、他団体へ貸し出すシェアルームの活⽤を通して多様な交流機会を創出する。

2020年10⽉5⽇

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 千葉県柏市・松⼾市・我孫⼦市・流⼭市
事業対象者: コロナ禍で孤⽴しがちな⾼齢者及び多世代介護家族

課題設定、事業設計に関する振り返り

コロナ感染が⻑期化していく中、初期の計画では『共⽣社会をめざす互助センターの創設』を⾏うこととしていたが、コロナ禍で多職種と連携して互助センターを作ることは時期尚早と判断し、協働で共⽣社会をめざす取り組みを⾏った。
カフェの利⽤は本事業1年間で2855⼈、コロナ感染以前の⼀昨年が4730⼈で60％減であった。ガーデンテラスの利⽤半年で602⼈と予想以上であった。開放的な空間や安⼼できる場の提供になった。
訪問型のアウトリーチは⾼齢者と介護者からの信頼が得られ、更に専⾨職との協働でより強固な⽀援ができた。新たな介護者の獲得にもつながった。今後もさらに介護家族の繋がりを作っていきたい。
専⾨職との協働で事業を展開できたことで深まりが更に強化でき次年度もあおぞら教室をいろいろな地域で展開していくこととなった。
住⺠にとって専⾨職は敷居の⾼い存在であるが、今回の講座では参加者と専⾨職が⽀える⼈・⽀えられる⼈の垣根を超えたつながりが⽣まれることができた。そのためか参加者の健康意識が⾼く、健康増進につながったのではないかと思う。
専⾨職が地域の⼀員としてつながり合う関係こそ『共⽣社会』につながると確信できた。

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 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

A-1)弁当販売の啓発及び⾒守り宅配弁当を配
布し、⾒守りを強化する

A-1）①チラシの配布
枚数②弁当注⽂増加率
③新規⾒守弁当継続利
⽤者数



⾼齢者 相談先の不
⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

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 ※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）

B-2）シェアルーム及びガーデンテラス
を利⽤しての介護予防（⻘空体操教室・
⿇雀教室・元気くらぶ） 専⾨職による
フレイル予防（4〜9⽉12回）

計画通り

ガーデンテラスを改築し2⽉から利⽤を始めた。予定利⽤者数を500名であったが602⼈と12％増加であった。特に健康マージャン教室は利⽤者の要望により7⽉から開始した。まだ⾃粛中ではあったが、⾶沫予防
のシールドの設置、⼿指消毒とぱいの使⽤前と使⽤後の消毒の徹底を条件に⾏った。それ以外の介護予防も同様、利⽤者⾃⾝がコロナ感染予防を徹底したうえで健康維持の観点から社会参加を希望したものと考え
られる。2⽉から利⽤開始（事業報告参照）

B-2)介護予防を⽬的としたあおぞら健康
教室のチラシを作成配布を⾏う 計画通り

2500部作成し、近隣にポスティングを⾏った。参加者8名の募集に対し2500枚は多かったが、みちくさの活動を多くの⼈に周知していただけた。（チラシ参照）

A-2-2)⽣活サポートに関する規約および
必要書類作成 ⽣活サポート実施 チラ
シ配布

ほぼ計画通り

規約および必要書類の作成完了
⽣活サポートのリーフレット印刷5000枚完了 配布先はカフェの利⽤者、柏市地域包括⽀援センター、会員、柏市・柏市社会福祉協議会・薬局・訪問鍼灸マッサージ
・居宅介護⽀援事業所に500枚配布済。（リーフレット参照）

A-2-3)⽣活サポートQOLに関するアン
ケート調査の実施（利⽤して豊かな⽣活
が送ることができているか⼜、今後の必
要なケアを⾒出すために⾏う）

計画通り
計画通りにアンケート及び聞き取り調査終了し、集計を⾏いその評価を報告書に掲載した。
（事後湯報告参照）

B-1）ガーデンテラス⼯事（ウッドデッ
キ・バーゴラ設置） 計画通り

10〜11⽉施⼯者と建築会議メンバー都ZOOMで2回、対⾯で2回実施。11⽉末に施⼯者がコロナに感染し施⼯開始が1⽉に延期となった。1⽉末⽇に完成

B-1）ガーデンテラス及びシェアルーム
の利⽤⽅法の打ち合わせ 計画通り

筑波技術⼤学准教授 梅本舞⼦⽒に聴覚障がい学⽣が加わり、シェアルームの活⽤について打ち合わせを重た。条件等を検討し、WEB、SNSに告知することとした。
（案内チラシ参照）

A-3-1)⾒守り弁当・⽣活サポートを効率
的・効果的に実施するためのシステム開
発打ち合わせ/システム開発発注

計画通り

2020年12⽉スタッフ間でフローチャートを開発者に依頼。2021年1⽉よりシステムつくり。⽉1回でのzoomでの打ち合わせを実施。5⽉に完成予定であったが急遽、がんが⾒つかり⼤幅に開発が遅れた。8⽉末⽇の
完成となった。
（事業報告参照）

A-3)利⽤者の情報管理をシステムを通じ
て効率的にスタッフで共有することがで
きる

ほぼ計画通り
弁当注⽂システムについては、弁当注⽂はネットから注⽂する⼈が現在は居ないため電話で受けた弁当注⽂を⼊⼒。その⼿間がかかるが、集計や請求関係が簡略化し効率が良い。
⽣活サポートのシステムではケア者がケア内容の報告を⼊⼒。⼊⼒操作で⼿間取っているケア者が若⼲いるが引継ぎ事項や利⽤者の現状が把握しやすく共有しやすくなった。

計画額
9,635,477

実績額
9,637,187

執⾏率
100.0%

事業費
直接事業費

B-3）⾼齢者や介護家族の相談

計画通り

ガーデンテラスの整備によりプライバシーのある相談場所を確保しやすくなり、⾼齢者や介護家族も相談をしやすくなるとしていたが、コロナ禍で来店での相談数の増加にはつながらなかった。しかし介護者から
の電話での相談に対応。前年との相談者の⽐較では104回が本事業期間内で207回と⼤幅に増えていることからコロナ禍において介護家族は深刻な状況にあるということがわかる。その対応として電話相談も有効と
いえる。

A-2-1)⽇常⽣活の困りごとの解決を⽀援
する⽣活サポートを実施、『⽣活を楽し
み、豊かにすること』を⽬的に⽣活の質
の向上に貢献する。

計画通り

2020年10⽉から⽣活サポートを実施。ケアマネや柏市地域包括⽀援センターからの協⼒を得て利⽤者の獲得に努めることができた
アンケート及び聞き取り調査で評価している通り、サポートを受けてからは⽣活を楽しんでいる様⼦が伺われる。認知症の⼈や⾼齢者、
介護者からも困りごとを聴く機会がふえてきており本来の介護家族への寄り添い⽀援に成果が⾒えてきている。

B-1）シェアルーム⼯事（トイレ・棚・
施錠等）

計画通り 室内のカフェ空間を通らなくてもガーデンテラスから最も近いトイレが利⽤できる。室内の⼿洗い場を使わなくてもガーデンテラスに設置したことで衛⽣⾯に⼗分配慮できた。2⽉から施⼯開始 2⽉末⽇完成

スタッフ会議：⽉1回 コーディネー
ターや関係者及び専⾨職とアウトリー
チ・フレイル予防や介護予防・システム
の構築に向けて検討会議を⾏う

計画通り

定例運営委員会会議⽉1回 約2時間程度で事業内容の担当を決めて、計画の⽴案を⾏い1か⽉分の報告を⾏う
建物チーム会議4回開催し、オープンテラスの改築及び続き部屋の改修⼯事（トイレ増設・カウンター設置）の計画、業者との交渉なども⾏う。シェアルームの利⽤ルールについても検討した。あおぞら講座の打
ち合わせを⽉1回のペースで専⾨職との打ち合わせを⾏った。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

⾒守り宅配弁当や⽣活サポートに対し、40歳代以下のニーズが⾼いこと、また⽣活サポートの担い⼿として、同様の世代に希望者がいることは想定外であった。特に担い⼿確保は事業継続に当たっての重要課題であるため、再度のアプローチにより新
たな担い⼿の発掘に繋げたい。
介護予防の参加者から終了後、継続を求める声が上がった。会費を払って⽀えたいという声が寄せられ⼼強かった。専⾨職らもこの期待に応えようと次年度に向けてすでに準備・計画が始まった。

課題を取り巻く変化

・宅配弁当のニーズが⾼まっているが調理の負担、スタッフの⾼齢化、宅配の⼈材不⾜が⽣じている。スタッフの募集も叶わず、このまま弁当を増やしていくことが可能なのかが課題である。介護者⽀援につながるアウトリーチは確かなものだけに、
⾃分たちでできること、市⺠活動で広げていくことを整理し、⾏政に問題提起をしていきたい。また、無記名のアンケートから得られた情報に若い⼈からの協賛の声があったため、再度、調査を試みたい。
・フレイル予防の講座を開催したことで、参加者から様々な効果が出た。フレイル予防では、専⾨職がきめ細やかなアプローチをしたことは勿論だが、参加者同⼠、みちくさとの関係、専⾨職との関係が深まったことで参加者のモチベーションが上
がったといえる。訪問型のアウトリーチも同様、⽀える⼈と⽀えられる⼈の垣根を超えた繋がりができて、安⼼が⽣まれたと感じる。通いの場と住⺠だけの関係ではなく、住⺠と専⾨機関だけがつながるのでもなく、地域の中で専⾨職と地域の中にあ
る通いの場で繋がり合い、⽀え合う場として
の役割があると今回の活動を通して強く感じた。誰もが安⼼して暮らす為に、共に⽀え合う関係作りをしていきたい。

⾦剛寺⻭科クリニック ⾦剛寺⾼宏
㈱なな⾊ 理学療法⼠ ⻄⽥恭⼦
管理栄養⼠ ⽥⼝厚⼦ 津旨れい⼦

柏市地域包括⽀援センター
居宅介護事業所 ひびきの会

フレイル予防（運動・⼝腔・栄養）講座を開催するにあたって理学療法⼠⻄⽥恭⼦⽒、⻭科医師⾦剛寺⾼宏⽒、栄養⼠の⽥⼝厚⼦⽒の連携により『あおぞら健康講座＠ガーデンテラス』を実施。⾃団体は市⺠活動団体であるため専⾨的な
視点はないため、専⾨職との連携介護予防の成果を出すには専⾨る⽀援について連携を企画した。

連携先 実施内容・結果

A-1-1）宅配弁当チラシ及び無料宅配チ
ラシ作成12⽉ 無料宅配弁当提供 ア
ンケート同時配布及び郵送にて回収(⾷
に関する調査に留まらず、⽣活する上で
の困りごとや介護に関してのニーズが把
握する)

ほぼ計画通り

宅配弁当チラシ作成裏⾯に無料弁当の受付を記載。12⽉下旬より無料弁当の配布を開始。無料弁当の試⾷と合わせてアンケートを記載いただき、郵送にて回収。288個の無料弁当を配布し、アン
ケートの回収が191枚あった。⾷に関する調査や⽣活⽀援のニーズに関するアンケートからは⾼齢者だけではなく若い世代からの回答もあった。（チラシ参照）

A-1-2）⾒守り弁当サービスの提供  無
料宅配弁当を配布し、⾒守り弁当の趣旨
やみちくさの活動を啓発することを⽬的
に無料宅配弁当配布を実施

計画通り

A-1-1）のチラシに⾒守り弁当の趣旨やみちくさ活動についての情報を提供。
⾒守り弁当のチラシ2000枚を配布し、無料宅配弁当を288個配布した時に、⾒守り弁当の趣旨とみちくさの活動を伝えた。2021年8⽉現在31⼈の配布につながった。

活動 進捗 概要

事業実施以降に⽬標とする状況
A.⽣活サポート及び⾒守り宅配弁当アウトリーチ活動の拡充により⾼齢者や介護家族の孤⽴解消につながる。また管理システムの構築で業務管理が効率化し、利⽤者のニーズを適切に把握できる。
B.ガーデンステラス及びシェアルームは⽇常的に開かれた場所となり⽤途も広がる。⾼齢者や介護家族が感染症拡⼤禍でも地域と繋がる機会を得られる。また、プライバシー確保も可能となったことで、介護家族等が相談に訪れやすくなる。

考察等

A.会話をした⽇常の信頼関係構築が、利⽤者の多様なニーズの継続的掘り起こしに繋がった。また感染症拡⼤禍で増加した在宅ワークに伴う新たなストレス（介護,仕事,⽣活の境⽬がなく精神的余裕を失う）に対し、ケアマネ等専⾨職と連携したサポー
トの結果、介護の抱え込み解消に繋がったとの評価も得た。おしゃべりの重視と、専⾨職との連携の２点を強みとしたアウトリーチの継続が、孤⽴解消に有効であろう。但し、担い⼿不⾜が否めず、アンケートで明らかとなった多様な世代・属性から
のニーズにいかにして応えるかは⼤きな課題である。
B.カフェ利⽤者の激減に対し、ガーデンテラスの利⽤は好調であったことから、感染症拡⼤禍において、感染リスクの低い屋外空間を地域と繋がる拠点や相談場所として整備することの有効性が⽰されたと考えている。加えてフレイル予防が好評で
あったのは、専⾨職が連携して⼀⼈⼀⼈の健康状態に合わせたアプローチをした結果であろう。今後、本格始動するレンタルルームサービスにより、より多様な団体・職種と出会い、連携する機会が増えることが期待される。拠点の地域開放のみなら
ず、他職種連携を意識した活動へと発展させたい。

B-3）ガーデンテラスの整備によりプライバ
シーのある相談場所を確保しやすくなり、⾼
齢者や介護家族も相談をしやすくなる。

B-3）⾼齢者や介護家
族からの相談数

B-3)相談者数が昨年度
との⽐較で30％増加

介護相談及びお悩み相談は、約50％増加となった
・2020年10⽉〜2021年8⽉：207件
・2019年4⽉〜2020年3⽉：104件

設定した⽬標値を⼤幅に超え50％の達成となった。
相談件数の増加は、感染が収束せず、⻑引く⾃粛によるしわ寄せが、⾼齢者や介護家族にも来て
いることを表していると考えられる。精神的・⾝体的ストレスの⻑期化が、悩み事や在宅介護の
不安の抱え込みに繋がっており、それに対する精神的負担の軽減になり得ていると考える。
ただし相談のうち、半数は来店ではなく電話である。感染リスクを警戒してのことと推察される
が、実際に訪れた相談者からは、相談場所をガーデンテラスで希望する⼈が多かった。プライバ
シーが確保され、感染リスクが低いといった理由でガーデンテラスを希望される介護者が多かっ
た。ガーデンテラスを整備したことは⼀定の効果があることが確認できた。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

100,000 100,000
100.0%

管理的経費 100.0%
事業費

9,735,477 9,737,187合計

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

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

公益財団法⼈ ⻑寿科学振興財団『エイジング＆ヘルス』2020年1⽉掲載

12/25宅配弁当チラシ印刷4500部『みちくさ亭のお弁当』無料宅配弁当配布⽬的、2021/2/19フレイル予防講座チラシ印刷2500部『あおぞら健康講座＠ガーデンテラス』フレイル予防の開催⽬的、2021/4/7⽣活サ
ポートリーフレット印刷5000部『⽣活サポートささえ〜る』⽣活サポート事業新規⽴ち上げのための啓発が⽬的、8/11ガーデンテラス無⼒休憩所案内チラシ印刷2000部、同左A2ポスター10部印刷 チラシ配布及
び公共施設に掲⽰が⽬的

2021/9/30活動報告冊⼦200部印刷『コロナ禍の活動報告』みちくさ活動及びちばのWAの総括⽤

物置（⼤）・ガーデンテラスウッドデッキ（中）・トイレ（中）など物品や建物にシールを貼った

内容

8.内部通報制度は整備されていますか。
外部通報窓⼝：TOMO社会保険労務⼠事務所

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

⾃由記述

特になし

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。

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。

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

はい

7.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。

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。

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
ますか。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更があり報告済

状況 内容

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

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


