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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

その他 外出困難

その他
相談先の不
⾜

その他
居場所の不
⾜

その他
居場所の不
⾜

その他 連携の不⾜

その他
事業実施上
の困難

その他
事業実施上
の困難

⑥実⾏団体が本事業を実施するための体制が整い、実⾏でき
ている。

定期的・継続的な活動
報告の有無

全ての実⾏団体が定期的に活動
の進捗報告、会計報告を⾏うこ
とにより、体制が整い事業が実
施できていると資⾦分配団体が
確認できている状態

全ての実⾏団体が定期的に活
動の進捗報告、会計報告を⾏
い、体制が整い事業が実施で
きている

基本的にはオンラインによる⾯談⽅式を採⽤したため、す
べての実⾏団体と滞りなく⽉次⾯談を実施し、事業進捗、
会計報告が状況を共有、把握することができた。また年間
を通して数回程度ではあったが、各団体の⽀援現場にも訪
問し、団体との関係性構築に尽⼒し、⼩さな事柄でも連絡
を気軽に取り合うことができ、円滑なコミュニケーション
が取れるような環境となった。

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: 地域連携型アフターコロナ事業構築事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ちばのWA地域づくり基⾦
実⾏団体数: 6団体

事業実施概要

新型コロナウイルス感染症の蔓延防⽌対策や経済活動の停滞により、経済的、精神的、⾝体的影響を受け、公的⽀援や地域資源に⾃らアクセスできず孤⽴リスクが⾼まる⼈たちを対象とする⽀援
活動の拡充と、その当事者を⽀える⺠間公益活動が消滅・後退することのないよう、地域の多様な資源の活⽤とアフターコロナを⾒据えた事業構築、連携体制を構築することを⽬的に資⾦助成と
伴⾛⽀援を実施した。資⾦助成では、実⾏団体の実績や特徴を活かしながら物理的・社会的な「居場所」を作り、アウトリーチ、伴⾛型⽀援、公的制度や⽀援機関、専⾨職へのつなぎ等、公的事
業ではカバーできない取り組みを実施、想定を上回るニーズに対応することとなった。伴⾛⽀援では休眠預⾦の特性に鑑み、ガバナンス・コンプライアンス、透明性、成果の還元を念頭に、情報
共有、情報提供、助⾔等を⾏った。その結果、⽀援対象者への直接的⽀援と同時に公的機関や⺠間⽀援団体間の連携拡⼤、ボランティア参加や寄付など活動の波及効果が⾒られた。実⾏団体の基
盤強化にもつながったことにより、⻑期化が予想されるコロナ禍の課題にも対応していける⼟台を作ることができた1年となったと⾔える。

課題設定、事業設計に関する振り返り

本事業では、コロナ禍において困難を抱える⼈の増加が予想される中、これまで地域で⽀えてきた⽀援団体の活動⾃粛による状況悪化が懸念されたため、休校措置や外出・⾏動制限により⼼⾝へ
の影響を受けた⼦どもや⾼齢者、失業等により住まいや⾷という最低限の⽣活環境を得られない⽣活困窮者やひとり親家庭で特に公的⽀援や地域資源に⾃らアクセスできず孤⽴リスクが⾼まる⼈
に対する⽀援を⾏う活動を対象とした。
1年後以降の⽬標として①当事者の孤独感を軽減②⽣活環境や健康状態の改善③実施事業の継続、定着④地域のセーフティネットが機能している状態を設定した。
同課題に対し短期間の公募にもかかわらず13団体の応募があり、ニーズの⾼さから課題設定は妥当であったといえる。当初は⺟⼦世帯や⽣活困窮者が多い都市部と⾼齢化率の⾼い南部農村部の千
葉県全域を想定していたが、NPO等団体数の少ない南部から応募がなく、結果的に⼈⼝が集中する中央以⻄の６団体による事業実施となったが、想定した対象者を網羅し、居場所や相談、住居⽀
援の実施、地域資源への接続等、公的な事業ではカバーできない緊急⽀援の拡充と、アフターコロナを⾒据えた地域連携体制を構築することで、直接的、間接的にリーチすることができた。これ
らのことから事業設計も妥当であったといえる。

実施時期: 2020年8⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: 千葉県
事業対象者: ⼦ども、⾼齢者、⽣活困窮者、ひとり親家庭

⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

①対象地域において実⾏団体が⾏う、⼦ども、⾼齢者、⽣活
困窮者、ひとり親家庭に対するアウトリーチ活動が機能して
いる。

訪問件数
3つの事業で270件、最低週1回
/必要な⼈に対して継続的アプ
ローチが⾏われている状態

3つの事業（ういず・みちく
さ・ガンバの会）で813件/
宅配弁当、個別訪問、路上パ
トロールを継続して⾏った。

事業開始当初は認知度も低く潜在的な被⽀援者へ直接的の
アプローチが難しかったが、地域住⺠、⾏政、学校へのア
プローチと時間を経て地域に活動が徐々に認識されたこと
によりアウトリーチが活性化されていった。

相談件数
3つの事業で180件/相談対応を
継続して⾏っている状態

3つの事業（ういず・みちく
さ・Jワールド）で延べ430件
/いずれも相談対応を実施、
継続している。

相談事業対応は事業開始当初は認知度も低いため、各事業
において少なかったが、事業が推進されていくことによ
り、地道な周知活動・広報の成果として相談件数の増加が
みられ、最終的には⽬標値を超えて実施された。事業開始
当初は想定通りの結果が得られず悩む実⾏団体もあった
が、地道に継続して発信していくことを資⾦分配団体とし
て助⾔した。

②対象地域において実⾏団体が⾏う、⼦ども、⾼齢者、⽣活
困窮者、ひとり親家庭に対する相談対応が機能している。

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

③ウィズコロナ、アフターコロナに対応した居場所がつくら
れ、交流の機会が提供されている。

新規につくられた居場
所の数/提供した⼈数

3か所/7,330名（介護予防300/
親⼦30/⼦ども⾷堂あおぞらカ
フェ7,000）

4か所/3,216名（介護予防延
べ146名/親⼦延べ420名/⼦
ども⾷堂あおぞらカフェ
2,650名）

居場所事業が4か所で実施され、ウィズコロナ・アフター
コロナに対応した居場所が作られ交流の機会を提供するこ
とができた。⼦ども⾷堂、あおぞらカフェでは、実⾏団体
の運営体制の確保と事業期間終了後の持続性の担保の為に
開催数を⽉5回から⽉3回へ減らしたため、提供⼈数が⽬
標値を下回ったが、代わりに事業の質や地域での定着と持
続性を担保することができたといえる。⾼齢者⽀援の現場
や⼦どもの居場所事業においてもコロナの影響でオープン
が遅れ、事業の進捗に影響を与えた。

④実⾏団体が⾏う⽀援活動により、住居を失った⼈または家
庭に居ることが困難な⼈に対して⼀時宿泊所が提供され、
個々に合わせた⽀援メニューがつくられ、公的⽀援・⺠間
サービスとの接続が図られている。

住居提供⼈数/⽀援メ
ニュー提供⼈数

延べ23名/23名
住居提供⼈数30名/⽀援メ
ニュー提供⼈数30名

⽬標値を上回る形で、達成し延べ30名に安⼼できる住宅
が提供された。想定よりもコロナ禍が⻑引き、住居を必要
とする⼈のニーズが⾼かったことが要因と考えられる。公
的窓⼝を含む⽀援機関と連携を強化することにより住居提
供者には、個々の特性に合わせた⽀援メニューが提供され
た。

⑤実⾏団体が⾏う⽀援活動に、地域の多様なステークホル
ダーが参画している。

新たに参画したステー
クホルダーの数/ス
テークホルダー多様性

ステークホルダー数：延べ60/
初期値からの増加

ステークホルダー数：延べ40
団体/多様性では企業、専⾨
家、⽀援機関、個⼈ボラン
ティアなど初期値から増加し
た。

6つの事業において延べ40団体のステークホルダーが増加
した。相談、⽀援の際の接続⽀援機関に加え、実務を担う
専⾨家や活動の定着により参加者がボランティアとなる事
例も多く⾒受けられた。本数字にはボランティアは1ス
テークホルダーとしてカウントしている。⽬標値を下回っ
たのは、数の達成よりもステークホルダーとの関係性や密
度を重要視して活動が実施されていたためである。

⑦ウィズコロナ、アフターコロナにおける事業の継続の⾒込
みが⽴っている。

継続可能な事業数
全ての実⾏団体が組織的、資⾦
的に10⽉以降の事業継続の⾒込
みが⽴っている状態

全ての実⾏団体（6団体）が
組織的、資⾦的に10⽉以降の
事業継続の⾒込みが⽴ってい
る

本助成により設備投資や体制構築が⾏われたため、実⾏体
制としては事業継続の環境が整った。資⾦調達としては実
⾏団体に助成⾦情報の共有や応募の⽀援を⾏い、その結果
他の助成⾦を獲得するなど短期的には継続⾒込みを得られ
た。



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

考察等

1年間の事業期間において、計画で掲げた事業実施以降に⽬標とする状況は概ね達成できているといえる。1年間の事業の中では、必要な設備、資材、⼈材の投資が図られることで、地域で必要と
する⼈のための居場所が作られ、様々なステークホルダーとの繋がりができたことで事業が実施できた。またこういった居場所は地域のセーフティネットとして期待できる。
困窮者⽀援、特に若年⼥性の⽀援では、⼼⾝の回復に個⼈差もあり当初想定した期間より時間を要する結果となったが、期間より質を優先することで丁寧な伴⾛⽀援を⾏うことができ着実に健康
状態の改善や就労意欲につながっている。

活動 進捗 概要

①ひとり親家庭向けの個別アプローチと学習⽀援を地域
福祉資源に接続し、⽀援の総体を拡充する事業 ⾷事・
⾷材等の提供を⼊り⼝にしたアウトリーチを展開、LINE
等による相談＋対⾯相談、学習⽀援（オンライン・オフ
ライン）から地域福祉資源の情報提供と接続を図る。物
資⽀援は企業、飲⾷店、担い⼿には⾼齢者やアルバイト
がなくなった⼤学⽣など、多様な⼈の関わりをつくる。

計画通り

⼦どもの環境を守る会Jワールド：困難な課題を抱える家庭、⼦どもを対象とした相談センターを開設し、個別の相談⽀援、学習・運動・⾷⽣活を含めた基本
的⽣活習慣を学ぶ場を提供した。近隣の学校、教育委員会、スクールソーシャルワーカーなどと相互連携を図った。
ワーカーズコレクティブういず：キッチンカーを活⽤し、地域の移動式コミュニティの場として⾷事・⾷材配布を定期的に実施した。場所を固定し実施する
ことにより顔なじみになり、相談や困りごとがしやすい環境をつくり、必要な⽀援や地域機関への接続を図った。活動の定着とともに物資⽀援が増え、地域
農家、企業からの寄付が多くあった。また担い⼿として県内外からのボランティアや地域の⼦ども、若者、⾼齢者が参加するようになった。

事業実施以降に⽬標とする状況

・⼦ども、⾼齢者の多様な居場所が地域に確保され、多様な⼈間関係が構築されることにより当事者の孤独感が軽減された状態。
・困窮者が公的⽀援につながり、安⼼して寝泊まりできる場所を確保し、健康状態が改善され、就労への意欲が⽣まれている。
・実施事業が継続され、定着している。
・事業実施の連携セクター間により良い関係が築かれ、地域のセーフティネットが機能している状態。

各実⾏団体の活動詳細 ※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

実⾏団体名
特定⾮営利活動法⼈⽣活困窮・ホームレス⾃⽴⽀援ガンバの会、企業組合労協船橋事業団、特定⾮営利活動法⼈ワーカーズコレクティブういず、特定⾮営利活動法⼈⼦どもの環境を守る会Jワール
ド、特定⾮営利活動法⼈ダイバーシティ⼯房、NPO法⼈ケアラーネットみちくさ

②困窮者向けのアウトリーチと相談事業、住居⽀援を⾏
い、福祉サービスへの接続と多様な働き⽅への⽀援を⾏
う事業 ⾷事・物資等の提供を⼊り⼝にしたアウトリー
チを展開、訪問・電話等による相談、シェルター・賃貸
等住居⽀援、⽣活⽀援、公的サービスへの接続を⾏い、
個⼈の希望や適性に合わせ、県内の後継者、⼈⼿不⾜の
⼀次産業とのマッチングを含めた就労⽀援を⾏う。

計画通り

企業組合労協船橋事業団：住居のない困窮者を対象としたシェルター（男性⽤・⼥性⽤）を開設、運営した。3か⽉での⾃⽴を⽬安に⽣活困窮者相談⽀援セン
ター等相談機関と連携し、⽣活保護申請や就労⽀援、グループホームの紹介など個⼈の希望や適性に合わせ⽀援を⾏った。
ダイバーシティ⼯房：家庭で暮らすことができない若年⼥性向けシェルターを開設、運営した。⾃⽴に向けて個別に⽣活⽀援、⽀援機関への接続を⾏った。
当初3か⽉程度での⾃⽴を想定していたが、⼼⾝の回復には予想以上に時間がかかり、結果的に6か⽉以上の⼊居となった。
ガンバの会：定期的な路上巡回や相談受付により住居維持困難者や不安定住居者に居住⽀援を実施した。住居保証⼈がなく物件を賃借することが難しい⽣活
困窮者にサブリース（団体が物件賃借、家具什器を搬⼊）物件を5件借り上げ、⽣活⽴て直しの⽀援、就労⽀援を⾏った。

③社会的孤⽴リスクの⾼い層向けに地域資源を活かした
セルフケアプログラムを開発し、⽀援の総体を拡充する
事業 ⼦ども、親・教員・介護者、⾼齢者を対象とし、
対象者別のプログラム開発による体⼒回復、メンタルケ
アを⽬的にオンライン同時参加型や⼩規模での対⾯開催
を⾏い、体⼒の回復と精神的安定と地域のつながりをつ
くる。学校、病院、⼦ども⾷堂・地域⾷堂等地域資源と
連携し地域内での周知、実施、地域福祉資源の情報提供
と接続を図る。

計画通り

ケアラーネットみちくさ：認知症患者、⾼齢者及び介護家族の孤⽴解消のため宅配弁当の提供数を拡充し、⾒守りや⽣活サポートを⾏った。個別のサポート
の質を向上させるために情報システムを構築した。また、3蜜を回避できるガーデンテラスを改修し、専⾨職ととも開発したプログラムを⽤い6か⽉間のあお
ぞら健康教室を開催し、フレイル予防、介護予防を⾏った。

【資⾦分配団体による伴⾛⽀援】
実⾏団体の組織基盤強化⽀援：持続可能な取り組みに向
けた組織基盤強化、⼈材育成⽀援、資⾦調達、関係各所
との調整等 計画通り

実⾏団体の組織基盤強化⽀援のために、ガバナンス、運営体制についての助⾔を⾏った。
事業継続に向けた取り組みとして、特定⾮営利活動法⼈岡⼭NPOセンター代表の⽯原⽒を招き「コミュニティフリッジ」の事例勉強会を開催し、実⾏団体間
の連携を強化するために「シェルター・居場所事業共有会」を開催した。
資⾦調達に関しては、希望する4団体への寄付募集を当法⼈の「事業指定プログラム」を活⽤し、4⽉から9⽉の6か⽉間、SNS等で呼びかけを⾏った。最終的
には4団体で合計40.8円の寄付を獲得した。また、各種助成情報の提供、プロポーザル作成の⽀援、助⾔等を実施し、事業継続のための資⾦獲得を⽀援した。

【資⾦分配団体による伴⾛⽀援】
事業の情報発信：実⾏地域の様々なステークホルダーの
巻き込みに資する情報公開、情報共有

計画通り

メディアリリースやホームページ、SNSを活⽤し、実⾏団体の事業について定期的に情報発信を⾏った。
事業期間終了に合わせ、「地域連携型アフターコロナ事業構築」事業としての報告書（フルカラー16ページ）を1,000部作成し、県内の⾏政、⽀援センター、
⽀援者等に配布、ウェブサイト掲載を⾏った。
また、当法⼈主催で事業報告会を対⾯・オンラインのハイブリット型で開催し、⾏政、企業、⽀援機関、関係者など41名の参加が得られた。アンケート結果
では満⾜度100％であった。

【資⾦分配団体による伴⾛⽀援】
⽉次⾯談の実施：⽉⼀回、実⾏団体を訪問し、実施状況
の確認と事業実施に関する助⾔を⾏う。

計画通り

全ての団体と対⾯またはオンラインでの⽉次⾯談を毎⽉1回実施、事業の進捗確認とガバナンス・コンプライアンスに関する助⾔を⾏い、JANPIA、⾏政、そ
の他機関からの⽀援情報、助成情報等を共有し、各実⾏団体の活動に役⽴てることができた。
実⾏団体に評価の視点をもってもらうために事業開始時及び終了時において、外部評価アドバイザーによる研修会を⾏い、各団体の事業計画策定及び事業の
振り返りについての⽀援をした。特に契約前後での事業計画、⽬標設定、指標設定の際には何度もミーティングの機会を持ちサポートを⾏った。
また、事業実施中に事業の遅れや懸念事項が発⽣した場合にも各団体の状況に合わせ強みを活かすことができるよう個別サポートを⾏った。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

アフターコロナを⾒据え、地域において各事業がセーフティネットの⼀つとして機能するために、地域の多様なステークホルダー（公的⽀援機関、⺠間⽀援機関、個⼈ボランティア、企業等）と
の連携促進を事業計画に取り⼊れることを条件としたが、想定以上にすべての事業で事業実施前にはつながりのなかったステークホルダーとつながり、参加、協⼒、連携関係の構築ができた。さ
らに実⾏団体間による相互連携や取材、講演等外部に周知する機会も増加し、当初のねらい以上の波及効果が得られた。
理由は次の⼆点が考えられる。
⼀つには、感染拡⼤が⻑期化し⾒通しが⽴たない状況の中、活動が停滞することもあったが、各実⾏団体が⽀援対象者や関係者からの声を聴き、事業の意義と必要性を感じ、⽇々の活動を丁寧に
根気強く実施したため周囲の理解が深まったからと考える。
もう⼀つは、休眠預⾦という⼤規模の助成⾦によりハード⾯とソフト⾯での環境整備ができたことが、当事者や周囲に対してのみならず実⾏団体にもインパクトを与えたと考える。
数値では設定した⽬標値より下回ってはいるものの、ステークホルダーとの関係性や密度を重要視して活動が実施されていたためであり、1年間という短期間であるということから考えると想定以
上のアウトカムであったといえる。

課題を取り巻く変化

コロナ禍以前から潜在的にあった困難を抱える⼈々のニーズが、より顕在化した１年だったといえる。また以前は地域の中で何かしらにつながっていた⼈も居場所を失い、孤独感の増加や健康に
与える影響は増加した。そのような中、実⾏団体により⼦どもや保護者、⾼齢者や介護者に積極的にアプローチできたことによる当事者の変化は実⾏団体のアウトプットからも確実な変化が⾒て
取れる。
特にシェルターの少ない千葉県においては住居⽀援のニーズが想定通り多くあったが、想定以上に⼥性のDV等による⼀時避難場所やレスバイトの場や、外国籍・無国籍といった⽇本の制度や就労
⽀援が難しい⼈の最後の受け⽫が少ないことが事業を実施していく上で分かった。
また、本助成で仕組みをマニュアル化した2団体（ういず・みちくさ）については実施エリアを拡⼤し、他機関と協働しながら事業展開が予定されている。
いずれも公的⽀援だけでは対応しきれない部分をカバーした分野であり、今後も継続の必要性は⼗分にあり実⾏団体も継続の意向であるが、収益を期待できる事業ではないため、⺠間助成の獲得
や委託事業化により、⼈件費や運営費を賄う必要があると考える。
3つの団体（ういず・ダイバーシティ⼯房・労協船橋事業団）では継続のための助成が決定しているが、短期的な助成であり事業を中⻑期的に実施していくためには、⾏政の介⼊などが必要とな
る。2団体（労協船橋事業団、Jワールド）においては、⾏政の委託事業化への働きかけを実施しており、来年度からの委託事業化を期待している。



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

有

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい JANPIAの窓⼝を利⽤

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

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
監事による監査内部監査

実施予定はない

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。

いいえ

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

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資⾦分配団体に報告しましたか。 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

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 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

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。 全て公開した

活動 実績内容 結果・成果・影響等

PO研修 PO、PDの育成のため、PO研修を2回実施。講師を外部講師に委託 伴⾛⽀援を実施していく上での基礎として有益な知識・知⾒の共有機会となった。
事前・事後評価研修 事業を具体的、俯瞰的に確認するために本研修は⼤いに役⽴ち、事業の成果に活かすことができた。
居場所事業勉強会 具体的な連携事業の案にはなっていないが、地域での事例を参考にする機会となった。

実⾏団体及び資⾦分配団体の⾃⼰評価のための研修を外部に委託
岡⼭での先駆事例を共有し、千葉県での今後の居場所連携事業の検討会の

合計 \53,506,146 \5,272,872 \58,779,018 \58,670,886 100%

100%
管理的経費 \3,506,146 \5,272,872 \8,779,018 \8,670,886 99%

事業費
直接事業費 \50,000,000 \0 \50,000,000 \50,000,000

プログラムオフィサー関連経費 \596,472 \1,244,000 \1,080,064\1,840,472

広報制作物等 事業報告書（冊⼦）1,000部

報告書等 事業報告書（冊⼦）1,000部

補⾜説明

Ⅹ. 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年10⽉5⽇「ちばオピニオン 誰も取り残さない社会を」千葉⽇報（⽇刊）

⾃由記述

59%

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率


