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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（※⾮資⾦的⽀援部分を中⼼にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

中間⽀援者 その他 全国

中間⽀援者 その他 全国

中間⽀援者 その他 全国

中間⽀援者 その他 全国

中間⽀援者 その他 全国

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 ③対象地域

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

助成⾦終了後の資⾦調達の計画がある。

予算確保に向けた取り
組み（⾃治体や企業へ
提案した数等、地域資
源の活⽤）

各団体2回以上

⾃治体への提案1団体
他の組織と連携2団体
クラウド準備 1団体
⾃主事業の⼯夫2団体

収益事業の売上向上のために販路拡⼤補助⾦申請。⾃
主事業としてソーシャルワーカー雇⽤。⼦どもと連携
した新規事業企画。クラウドファンドの企画など事業
継続に向けて計画をたて実⾏している。

事業実施以降に⽬標とする状況

①ひとり親が多様な出会いの中で、刺激を受け、働くことの意欲が⾼まり、⼀歩を踏み出す勇気を得ている
②⾮⾏少年への適切なサポートの好事例がある
②⾼齢者のひきこもりが少なくなっている
④感染拡⼤防⽌を考慮しながらも効果がだせる新しい活動様式が実践されている
⑤実⾏団体が評価の意味や必要性を捉え、組織の中で⾏動を始めている
⑥ツリー型ロジック・モデル・シートを作成し、事前評価を⾏うことができている。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

別紙明細

実⾏団体がコロナの感染予防対策をしながら、
これまでの対⾯や濃厚接触のサービスの「新し
い活動様式」の事例が集まっている。

活動分野においての事
例の数

10 12
12団体それぞれ、コロナ禍において壁にあたり、試⾏
錯誤しながらも、利⽤者に寄り添うという原点に戻
り、新しい活動様式を⽣み出す帰途に挑戦した。

実⾏団体が設定したアウトプット指標の測定を
理解し、実⾏できている。継続して測定する意
思を持っている。

実⾏団体が設定したア
ウトプット指標の現状
値(別紙参照）

実⾏団体の設定した指
標と事業実施後の活動
報告の指標

別紙参照
指標に関しては、契約直後に事業計画の⾒直しを⾏っ
ているので、ほぼ達成しているが、外部要因の影響を
受けているものもある。

実⾏団体が評価の重要性を理解している。

各団体の関係者が、評
価を改善に活かしてい
ると思っている⼈の割
合

8割 10割

ビジョン達成のためには複数の事業群が多⾓的に影響
しあうことが重要であり活動内容が変化したり、複数
化したタイミングでの事前評価は、評価の必要性の理
解につながる。

ガバナンス・コンプライアンス体制の構築の必
要性を理解している。

規程について協議した
回数（理事会、事務局
会議、顧問税理⼠等専
⾨家、FDO等）

各団体2回以上

1から2回 3団体
3から4回 7団体
5から6回 1団体
７から８回 1団体

規程に関しては、組織体制を鑑み作成⽀援を⾏った。
倫理規定は作成するとし、団体の理念を整理し、利益
相反やコンプライアンスなどを規定した。

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

(統括）対⾯や濃厚接触によって成果をだしてきた分野において、感染予防に気をつけつつこれまでの活動を続けるだけでは限界があり、デジタルの活⽤だけでは⼗分な成果
をあげることが困難であり「コロナ禍における新しい活動様式」という当法⼈の問題提起に応え新しい取り組みに取り組む12の実⾏団体を採択した。実⾏団体の法⼈形態は特
定⾮営利活動法⼈、⼀般社団法⼈、⼀般財団法⼈、数式会社、有限会社と多彩であった。福祉分野では、対⾯でしっかり利⽤者と触れ合うことのこだわりがあり、それがデジ
タル化への反対の根拠にもなっていた。コロナ禍余儀なくデジタル化の活⽤に拭き切らざるをえなかったということに留まらず、新しい形での展開をもたらしたり、新しい顧
客へと視野を広げたり、現場の課題を⾒える化し、分析し、新しい事業へと踏み出すことができた。
（価値）12団体と同じ分野の活動をしているサードセクター組織に限らず多くの団体にとって、これまでの事業の保⾝ではなく、複雑化、深化、多様化する社会課題解決のた
めに挑戦した姿はサードセクター組織にとって有意義な刺激となった。また、サードセクター組織は事業ありきでなく、刻々と変化する地域課題を早期に捉え、事業の改善や
新規事業を考えるという利益重視の営利企業とは異なる経営センスが必要であり、醸成された。さらには、組織の中での議論を重ね、実効性のない規定類を作成するだけでな
く、⾝の丈のガバナンスコンプライアンス体制を構築し、組織として、適正で機敏な意思決定ができる社会から信頼される組織へと成⻑の意欲をみせた。休眠預⾦は評価を重
視する。そもそもの事後評価ありきでなく、まずは事前評価が重要であり、うまく⾏かなかった場合の改善に活⽤していくということを実践の中で学び評価の必要性を理解し
た。

課題設定、事業設計に関する振り返り

実⾏団体の提案は、「対⾯のサービスをオンライン化する。」「屋内のこども⾷堂を感染対策のために屋外で⾏う。」というプランであったが、それは活動をスタートしすぐ
に壁にあたった。感染への恐怖は実⾏団体の想定を超え、3か⽉から4か⽉が経過しても実⾏することが困難であった。
当協会の伴⾛⽀援は、感染対策の専⾨家による研修や個別相談において、感染対策の基本を知り、前に進んでもらうというプランであった。これは⾮常に効果的であり、各団
体は,しなやかに考えながら確かに前進していった。これまでこだわってきたものも⾒直す必要があることに気が付き、今まで変えることができなかったこと、変えようとしな
かったことがドラスティックに動いた。たとえば、福祉分野の現場のスタッフも⾼齢者である、デジタル化など到底無理であると思われても動かした。「新しい活動様式」を
計画する、実践するもうまくいかない、しっかりと受益者に寄り添い知恵をだし、⼯夫をする。これこそサードセクター組織の経営の醍醐味である。12の実⾏団体のアウト
プットを評価するだけでなく、受益者に寄り添いながらの⼯夫や知恵、挑戦の志を共有することが重要である。
また、実⾏団体間の連携が⽣まれた。これまで、リリムジカが施設などに提供していた対⾯の⾳楽をオンライン化するだけでなく、在宅サービスを提供しているヘルパーと連
携し、在宅の⾼齢者と家族をつなぐオンラインミュージックをリリムジカが提供、現場で福祉サポート愛知さわやか愛知がタブレットの使い⽅などサポートするという新たな
連携も⽣まれた。感染の流⾏が収束したあとも、12の実⾏団体の取り組みが社会課題解決をリードしていくと思われる。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

⾼齢者障がい児ひとり親犯罪歴のある若者等 受益者の⼈数 14000 対象地域

実施時期: 2020年8⽉〜2022年1⽉

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: NPOが新しい活動様式を⽣み出す事業
資⾦分配団体名: 公益社団法⼈⽇本サードセクター経営者協会
実⾏団体数: １２団体

事業において主たる⽀援対象となった者（受益者） 全国



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

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

１２の実⾏団体は、コロナ禍によって、余儀なくデジタルの活⽤に踏み込んだということだけでなく、当初の企画が実⾏できないという状況において、地域資源を活⽤した
り、ボランティアの話を聞いてヒントを得て⼯夫したり、想定していなかった新しい事業に挑戦したり、顧客の範囲を広げたりできた。成果報告書はHPからもダウンロード
できるようにし、12団体の取り組みは、不確実性の⾼い社会において、未来を切り拓く挑戦のヒントに満ちている。多くのサードセクター組織に活⽤していただくことで、複
雑化・深化・多様化する社会課題に対し、サードセクター組織らしいしなやかな活動を応援することができる。

感染症やITに関する専⾨家とPOが連携協⼒し、実⾏団体
の現場⼒を引き出し、新しい活動様式を⽣み出す⽀援を
おこなった。

モデル形成・SI促進⽀援 想定通りの成果

感染対策に関しては、刻々変化する情報をタイムリィーに集合研修で基本を学び、個別伴⾛⽀援
でケースバイケースの助⾔を⾏い、実⾏団体、専⾨家、POが意⾒交換し実⾏した。たとえば、特
定⾮営利活動法⼈ノッポの会には「サロンの現場にて、換気の状況などを確認し、通⽤⼝側を定
期的に解放する」有限会社ミューズプランニングには「屋外の場合も参加者が⼿を触れる、⼊り
⼝やトイレのドアのこまめな消毒を⾏う。」特定⾮営利活動法⼈栃⽊アニマルセラピーには「動
物を感染から守ることと、⽝や寝転がったりする床の環境消毒の徹底」などである。また、特定
⾮営利活動法⼈さわやか愛知は、在宅⽀援者の確保が重要であり、濃厚接触者の濃厚接触者に対
する不安から、活動に影響がでていたたが濃厚接触者の濃厚接触者は濃厚接触者ではないという
前提のもとに対策をたてることができた。専⾨家からの助⾔と、実⾏団体のこれまでの経験や専
⾨性を引き出すことで、停滞していた活動に対し、前をむいて、新しい活動様式を考え、提案事
業を展開していくことにつながった。
デジタルの活⽤に関しては、集合研修と研修後の意⾒交換を⾏った。単なるデジタル化でなく、
サードセクター組織のDX推進のきっかけとなった。実⾏団体は対⾯とオンラインを組み合わせ、
感染対策の基本を学びその基本を踏まえながら、実に柔軟にデジタル化を取り⼊れていった。そ
れは今⾏っている活動をオンラインで⾏うということでなく、本来の⽬標に対し、どのような事
業内容がよいかを改めて考えることから始めたことに意義がある。たとえば、株式会社リリムジ
カは介護施設などで⾳楽を媒体とした「場づくり」をおこなってきた。対⾯での活動ができない
というリリムジカの困難よりも、さらに困っていたのは介護現場である。そのことを理解し、介
護職員と連携し、⾼齢者と家族とをオンラインでつなぐ新しいプロジェクトが誕⽣した。(詳しく
は成果報告書参照）

実⾏団体が地域ブロックにて集ったり、オンラインにて
団体間の交流会や公開の報告会において、新しい活動様
式について意⾒交換する。

ネットワーク形成・CI促進⽀援 想定以上の成果があった

感染対策勉強会、IT勉強会、ガバナンスコンプライアンス勉強会、広報戦略勉強会、成果報告会
等で実⾏団体が意⾒交換したり、直接連携することで新しい活動様式のアイデアや挑戦の⼒が⽣
み出され実践にも結びついた。例えば、リリムジカの、⾼齢者と家族をつなぐ新たなプロジェク
ト推進においては在宅の⾼齢者がITを使えないということと、そもそも利⽤者へのアプローチが
できないという課題である。さわやか愛知は在宅⾼齢者の⽀援をしている職員も⾼齢であり、ま
ずは、職員がITを活⽤できるようなプロジェクトを提案してきていた。そこで、さわやか愛知の
利⽤者宅にて、さわやかのスタッフと⾼齢者がリリムジカの新たなプロジェクトを推進するとい
う取り組みを⾏った。リリムジカは利⽤希望がないという課題を解消し、⾼齢者のサポートをさ
わやか愛知の職員が⾏うことで、ふたつの事業体の課題を連携にて解決の⽅向性を⾒出した。さ
わやか愛知の在宅⽀援の職員もリリムジカのミュージックコーディネーターも単独で⾏うより
は、相乗効果を⽣み出すことができている。

12実⾏団体の取り組みは、どれも新たな挑戦であった。試⾏錯誤しながら実践した。また新しい
活動様式を継続するための制度の活⽤や提案なども⾏った。
12団体はどこも新型コロナウィルス感染拡⼤の影響により提案事業が計画通りにすすむことはな
かったが、10団体は、現場を視て、分析し、判断し、実⾏するというウーダループを繰り返し、
当初の計画の⽬標に向かうことができた。しかし、2団体はそれも難しい状況となった。まちづく
り推進隊は、東⽇本⼤震災のあとは移住のニーズが⾼まったこともあり、コロナ禍においてもそ
のニーズに応えるために移住希望者に現地を訪問は難しいので、オンラインで住まいや近隣の
⼈、農地の様⼦等の情報を届けようとした。しかし、動画作成など住⺠の協⼒が得られなかっ
た。また、災害時と異なり、コロナ禍での移住希望は躊躇があることもわかった。そもそも、コ
ロナ禍の移住促進活動を地元の住⺠はどう考えているのか。従来の活動の延⻑線上にある移住促
進ありきの考え⽅を単にオンライン化するだけでよいのかという気づきとなった。そこで、移住
希望者が移住先をさらに知るための情報ではなく、移住先を選ぶ時のステップを掘り下げ、プロ
ジェクトを⾒直した。そのことにより、今すぐの移住ではないことで、地元の協⼒も得られた。
aspectinternationalはコロナ禍で⾯会ができなくなった保護司の活動にオンライン⾯談の導⼊を
すすめようとした。ご⾼齢な保護司へのデジタル活⽤への⽀援のハードルだけでなく、そもそも
の昔ながらの体質によるハードルがあった。そこで、若い保護司を増やす、閉じられたコミュニ
ティを開いていく活動を同時に⾏う必要があることに気付いた。若者が多いサードセクター組織
が古い体質をもつ活動の世界に⼊り、必要な変⾰を起こしていく重要な機会となっている。計画
通りに事業がすすまないことで、対処療法的な事業アイデアではなく、⽬標達成のためにどのよ
うな事業が必要か、どのようなアプローチが必要か、どのような⼯夫が必要か、現状分析を丁寧
におこなった。事業を継承する、現状維持するのではく、サードセクター組織の特徴であり意義
であるビジョンに向かうための経営をする組織体制になりつつある。

想定通りの成果モデル形成・SI促進⽀援

感染拡⼤防⽌をしながら必要なサービスをどのように提
供するのか、その事例を紹介するブックレットをつくり
配布する。

考察等

①ひとり親⽀援に関しては、当初の４つのプロジェクトである①ひとり親の悩みを等を共有する相談会②こどもの⾃⽴を促す⽣活体験③LINEを活⽤した相談会は成果を感じ
たが④屋外でのこども⾷堂がうまくいかなかった。あきらめずに、⾷事をとりに来てもらう形式に変更したことで⼀⼈ひとりに向き合うことができ対象者も増やすことができ
た
②犯罪歴⾮⾏歴のある少年への⾯談ができるIT化を考えたが、IT化への抵抗感だけでなく、そもそも昔ながらの活動様式へのハードルがあった。保護司としての新しい⼈材確
保へのリーチを広げるとともに地域で⾃らが保護司となりロールモデルをつくった。
③⾼齢者に対してはラボットというロボットを活⽤することで、あらたな利⽤者を増やしていった。
④感染対策専⾨家により、その時点での科学的エビデンスによる最新情報の提供と助⾔を受け、基本を踏まえながら、少しずつ有⽤化を考えた。
⑤事業計画を作成したときに設定したアウトプット指標とともに、⽬標を考えた。本事業は新しい活動様式を⽣み出す事業であることから⽬標に向かって有効な事業を考えた
が、環境が外的要因により、うまくいかないときに、事業に戻り、事業の改善を⾏っていくという経営ができるようになった。
⑥ツリー型ロジック・モデル・シートは簡単にできるものでなく、何度も考えてつくり、⼀度作成してもさらに⾒直していくツールである。その考える⼒を養うことができ
た。12団体中４団体が作成をした。

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 到達度 概要および考察



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）

有無

有

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

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

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.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

広報制作物等 チラシを作成し、全国のNPO⽀援センターの配布した

報告書等 「コロナ禍における新しい活動様式、サードセクター組織12団体の挑戦への記録」を作成し、全国のNPO⽀援センターに配布した。

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

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） 各⽀援センターのHPへの掲載

合計 \21,943,300 \12,538,000 \34,481,300 \34,481,300 100%
プログラムオフィサー関連経費 \1,115,000 \1,885,000 \3,000,000 \3,000,000 100%

100%
管理的経費 \3,828,300 \2,153,000 \5,981,300 \5,981,300 100%

事業費
直接事業費 \17,000,000 \8,500,000 \25,500,000 \25,500,000

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

⾃治体への提案 ⽝⼭市⻑を紹介し、教職員への研修の提案を⾏った。 教職員の研修について提案することにした。
福祉分野で活動するNPOとの連携 福祉分野で活動するNPOのリーダーを紹介し、施設を訪問した。 ディサービスで⾳楽体験を⾏った。利⽤者やリーダーの話しを直接聞いた。

課題を取り巻く変化

オミクロン株は収束の⽅向にあるが、油断は許されない。ワクチンや治療薬の開発や利⽤は有意義かもしれない。ただし、デルタ株やオミクロン株がそうであるように、ワク
チン効果を減弱させる変異株、あるいは薬の効かない耐性株が出現することは想定しておく必要がある。その時にサードセクター組織がどう対応するのがベストなのかを考え
⾏動していく必要がある。本事業は⾼齢者、障がい者・児、ひとり親家庭、保護司と⾮⾏歴・犯罪的のある若者などが受益者であり、デジタル化が難しい、もしくは、デジタ
ル化は相応しくないと思われている活動分野である。そのような分野において、デジタルを活⽤しながら、現場の課題を分析し、受益者に寄り添い、新規事業を考える等「新
しい活動様式」を⽣み出してきた。この挑戦の知識や⼯夫等の経験は、ともすれば⽇本のサードセクター組織が事業を継承したり、これまでの事業を継続するという保⾝にま
わったり、単に事業を⽔平展開したりしている現状に⼀⽯を投じている。事業は仮説である。地域課題は複合的な要素から発⽣している。活⽤できる地域資源も多様で多彩で
ある。⽬標に向かって、地域や社会の課題を解決された状態を⽬指し、有効で魅⼒ある事業を企画し、実践し、評価し、さらに改善するというPDCAサイクルを回すだけでな
く、刻々と複雑化、深化、多様化、変化していく、地域や社会の課題解決にむけて、それぞれ異なる現場を視て、分析して、判断して、決定して、実⾏するというウーダルー
プの思考と⾏動⼒をもつ組織へと成⻑している。さらには、ファンドレイジングを寄付だけと矮⼩化しないで、地域資源の活⽤をあらゆる知恵と⼯夫を重ね、情熱的で、アク
ティブな組織へと成⻑している。これはいまの⽇本のサードセクター組織の成⻑⽀援にとって、重要な要素である。

本事業を⾏なっている中で⽣じた
実⾏団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点
（1,2団体の事例を具体的かつ⾃由にご記載ください）

ミューズプランニングは事業実施期間中にひとり親家庭の経済状態はどんどん悪化し、想定していた事業も実施できないという状況に陥った。助成事業でなければ⽀援がなけ
れば諦めていたとも思ったそうである。諦めないことで事業内容を変更し、新たな気づきがあり展開をはじめた。今後は⼀般社団法⼈を設⽴し本格的に取り組んでいく。
くまもとスローワークスクールでは放課後等ディサービスに障がい児が感染が怖く通うことを控え、せっかくの機能が衰えることを防ぐために、家庭訪問という⽅法をとっ
た。専⾨家に謝⾦をしはらうことができる本事業によるこの取り組みによりこれまで必要だと⾔われていた家族⽀援について、その重要度をより認識することになった。放課
後等ディサービスの運営が主となり、後回しになっていた、家族⽀援をより本格化することができ、⽀援全体のフレームを⼤きく変える必要性に気が付いた。
アクセプトインターナショナルは、保護司がコロナの影響で⾯談ができない課題解決のためのITの活⽤を考えたが、ITの活⽤だけでは乗り越えることができないそもそもの地
域の壁を突破する事業に、何度も挫折しながら取り組んだ。その前に進む⼒が⾃信となり国内事業部を実体化させた。
リリムジカは、⾃らの活動は⾼齢者の施設を訪問する単なる⾳楽療法とは、異なると主張しながらも、⾔葉で表現することができなかった。本事業で在宅⽀援をすることで、
⾃分たちがやりたかったことに気付いた。

活動 実績内容 結果・成果・影響等



Ⅻ. その他

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)

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)
理事会において検討した。

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

出塚会計事務所に外部監査を委託した。
内部監査

実施予定はない
(右に理由を記載)

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

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)
12団体すべてに、プログラムオフィサーの藤岡ではなく、代表理事の⽥島誠⼀と後房雄がオンラ
イン⾯談により実施した。

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

⾃由記述


