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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8⽉〜2022年1⽉
事業対象地域: 全国

事業対象者:
DVや児童虐待の可能性のある家庭、ひとり親家庭
発達障害等困難を抱えるこども、⾼齢者

進捗報告書 （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: 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

事業概要

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、ICTを活⽤するだけでは⼗分な成果をあげることが困難であり、とにかく⾃粛で
なく、ウイズコロナ時代において、医療や感染予防の専⾨家の助⾔を受けながら、サービス受益者・実⾏団体・資⾦分配団体・指定活⽤団体が連携・協
⼒し、⽅策を考え選択し、対⾯や濃厚接触によって成果を出してきた分野において新しい活動様式を積極的に⽣み出していく。重症化の危険の⾼い⾼齢
者への影響は確実にでると思われる。制度外サービスを実践してきたNPOの専⾨性を活かし新しい制度外サービスを⽣み出すが求められており、そのよ
うな潜在⼒をもつ団体を対象に必要な⽀援を⾏っていく。

総括

「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。コロナ禍で、感染対策をしながら屋内の活動を屋外にしたり、デジ
タル化したりしたが、感染への恐怖は⼤きく、活動は思うようにすすまない。そこで、原点にかえり、顧客のニーズに寄り添い事業アイデアを考え実践
できるビジョン達成のための経営⼒のある組織へと成⻑の兆しがみえる。事業担当者の会計の知識が乏しいので、伴⾛⽀援にてサポートしていく。

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態
）

進捗状況

①お仕事カフェでひとり親が就職等の相談を受け
ることができる。

コロナの感染への恐怖⼼は予想よりも強く、お仕事カフェを訪れるかたが少ない。ひとり親家庭に⾷
材の提供するしながら、就職などの相談にのっていった。

②コロナ以前から⾼齢化と⼈⼝減少がすすむ保護
司制度へ新たな担い⼿を呼び込まれている。

秋に保護司向けスマホ研修・情報提供の教室を⾏う予定である。基本的には⽉1回のイベントを⾏って
おり、保護司の就任者増加に向けて提⾔活動をしている。

③⾼齢者が⾝近な地域の⼈とコミュニケーション
できている。

サロンに参加する事で新型コロナウイルス感染症への感染リスクから閉じこもりがちな利⽤者が多く
なるかと予測されたが、徹底した感染対策を実施することで安⼼して利⽤され地域住⺠とのコミュニ
ケーションの場として順調に機能している。

④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。

リリムジカ、ミューズプランニング、栃⽊アニマルセラピー協会は利⽤者のコロナへの恐怖が予想以
上に強く提案の事業が実施できない状況であり、利⽤者に寄り添いながら、新たなは⽅策で事業を展
開し、試⾏錯誤で新しい活動様式を⽣み出している。

⑤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。

アウトプット指標の客観指標の現状値は継続して計測している。主観指標については、事業終了時に
アンケート調査を実施する。

⑥実⾏団体が評価の重要性を理解している。 「ソーシャルインパクト評価とロジックモデル」「ロジックモデルをつくろう」などで、評価の⼤切
さ、特に事前評価の重要性を伝えた。４つの団体が、まずは事前評価として、ツリー型ロジックモデ
ルの作成を始めている。

⑦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。

ガバナンス・コンプライアンスセミナーを実施するとともに、各実⾏団体の組織体制を鑑み規定類の
作成⽀援を⾏った。

⑧助成⾦終了後の資⾦調達の計画がある。 伴⾛⽀援において、実⾏団体が⾃治体への提案資料の作成、⾃主事業のための広報戦略、クラウド
ファンドの準備などをおこなった。



実⾏団体名 進捗状況 概要

有限会社ミューズプランニ
ング

遅延あり

天候不良により屋内、半屋外での開催となった。感染拡⼤への恐怖より屋外の⼦ども⾷堂で
も参加者が少なった。地域の農家や熊本県ひとり親家庭福祉協議会からの⽀援物資を配布し
ながら相談に乗った。LINEによる寄り添い情報発信を⾏った。(毎⽉2〜3回、必要な⼈には
個別連絡）

⼀般財団法⼈たんぽぽの家 ほぼ計画通り
第1回情報交換会による発信は完了した。第2回（国内事例）、第3回（海外事例）の情報交
換会による追加ヒアリング、現地取材を⾏った。今後、WEB上で発信をおこなう。
WEBサイトにて設置した。http://goodjobcenter.com/topics/gj-project-topics/2356/

特定⾮営利活動法⼈
aspectinternational

遅延あり

オンライン⾯談の実施に向け法務省と調整してきたが、新型コロナウイルス感染者急増を受
け、秋までの⾒送りとなった。新たな更⽣保護の担い⼿創出を⽬的とし、更⽣保護司の勉強
会を計10回の開催184名の参加者を集めた。うち1⼈は保護司就任し、3⼈が保護司就任を検
討している。

⼀般社団法⼈EFC 防災・
介護・トイレのバリアフ
リー

遅延あり

「誰でも簡単・⾃分でつくる安⼼防災帳」の開発は⽇程の遅れはあるものの、2021年度のオ
ンラインワークショップ実施までには完成する予定である。障害者だけでなくこどもむけも
検討している。災害発災時、こどもが主体となり、互いに助け合うことの重要性を捉えた。
災害対策ワークショップの活動紹介、内容説明、受付機能名で備えたホームページの整備を
進めている。

特定⾮営利活動法⼈ノッポ
の会

ほぼ計画通り

健康に関する相談は少ないが、体組成計などを活⽤して⽇頃から意識して⽣活できるよう引
き続き声掛け等をしている。また、ICカードを⽤いた⼊退室管理システムを導⼊し、3密を
避けたサロン活動を継続する。システムを導⼊したことで利⽤者の参加状況がわかり安否確
認等にも繋がっている。AIロボットに関しても⾼齢者からの評価が⾼く、触れ合う事で笑顔
が多く⾒られるようになっている。⾼齢者向けタブレット教室はスマホやタブレットを持参
され、基礎的な知識や操作など段階を踏んで実施している。

特定⾮営利活動法⼈福祉サ
ポートセンターさわやか愛
知

ほぼ計画通り

防⾳遮⾳⼯事を実施した。11/11．12/9．1/13．2/10事務所内研修を開催した。⾼齢者のス
タッフがほとんどであるが、誰もがチャレンジした。オンライン配信のための環境整備・⼈
材養成はほぼ計画通り進めた。介護技術映像（杖歩⾏、着脱、オムツの吸⽔実験、和式寝間
着着脱、⾞いすの段座、トロミのつけ⽅等）の製作を⾏い配信の準備をした。

株式会社リリムジカ 遅延あり

介護現場や専⾨家への聞き取りをし、コロナ禍での課題やオンラインプログラムへの期待と
問題に対する理解は深まったが、感染者数増加と緊急事態宣⾔でオンラインに積極的だった
施設も完全に閉じてしまい、地域包括やケアマネージャーを介した在宅⾼齢者へのアクセス
も許可されなかったため、モニター募集には予想以上の時間を要した。施設へのサービスだ
けでなく、家庭へのサービスとして在宅の⾼齢者と家族、ミュージックコーディネーターを
つなぐ新たな仕組みを考えた。

ほぼ計画通り

ほぼ計画通り

遅延あり

特定⾮営利活動法⼈胃癌を
撲滅する会

⼀般社団法⼈アルバ・エ
デュ

特定⾮営利活動法⼈まちづ
くり推進隊財⽥

早期胃癌発⾒のためのe-learningは無料にて配信を開始した。及び胃癌治療のための教育動
画も２本作成し、You-tubeおよびホームページより配信を開始している。学会などが開催さ
れないために、僻地の医師の参加者にこれらを宣伝する為の⽅法を計画している。（パンフ
レットの作成、参加賞の設定など）

6⽉14⽇Youtubeにお試し住宅の動画配信を開始した。8⽉3⽇時点での視聴回数２９回で
あった。メンバー紹介動画をYOUTUBEとFACEBOOKにて配信する。8⽉3⽇時点での
YOUTUBE視聴回数160回 FACEBOOKでのコメント14件である。ただし、移住のための訪
問はない。また地域のかたがコロナ禍にて移住に前向きでない。今後は移住のキッカケにな
るような情報発信をしていく。

平⽇の放課後時間または⼟曜⽇、祝⽇に開催した。グローバルオンラインホームルームは休
校が終わってしまったことで開催が難くなった。⾃⼰資⾦となるオンライン授業の有料チ
ケット売上、協賛企業へのコンサルティング料は順調に予算を達成している。懸念点は、活
動の収益化の柱であった動画販売の売上が2⽉末時点で13％と低調なところである。コロナ
禍で急速に無料コンテンツやYouTubeの利⽤が加速したことも背景にある。



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

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）

特定⾮営利活動法⼈栃⽊ア
ニマルセラピー協会

遅延あり

現在はスタッフや関係者が動画の撮影のために勉強会をしたり、準備をしている。ただし、
ボランティアが不特定多数のかたへの配信に対し、賛成の意⾒が少ない。なんのための配信
なのかがみえてこないとのことである。まずは、⼊院している闘病中のこどものための動画
をとることにした。

ほぼ計画通り
特定⾮営利活動法⼈くまも
とスローワーク・スクール

訪問9件、学校連携会議8件 学校に状況をリスニングした後に当該児の家庭にアポイントメ
ントを取り、1件40分の⾯談を実施。資源の提供などが喜ばれている。全28件の親⼦ティー
チングを実施。来所がない⽇は学⽣への研修指導、職員への感覚統合療法のレクチャーに時
間を使っていただいた。⼿先の動かし⽅が家でも練習できるように⼯夫している。 のべ12家
庭がリモートでの茶話会に参加された。これから卒業進学を迎えるご家庭は特に将来につい
ての不安が増えており、そこをベテランのお⺟さんの視点から丁寧に⽰唆していく部分が喜
ばれている。事業は計画通りだが、課題はより深刻化している。

12の実⾏団体のうち6団体は計画通りに事業が遂⾏されている。「⾼齢者のひきこもりが少なくなっている」などは計画通りである。6団体は遅延があ
る。特に「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」「⾮⾏少年への適切なサポートの
好事例がある」を⽬指した、今回の事業には遅延があった。ただし、その遅延、試⾏錯誤より、より有効なプロジェクトを考え実践することができてい
る。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。コロナ禍の⼀時的な対処療法的なプロジェクトではなく、そもそも
複雑化、深化している社会課題に対し、withコロナ、afterコロナを⾒通した事業展開となっている。
休眠預⾦による助成⾦ということもあり、評価の重要性は伝わっている。今回はアウトプット指標を設定しての事業スタートであったが、ビジョンや⻑
期成果を共有しての設定であったために、コロナの影響で事業が実践できず、アウトプットを変更する必要がでてきても、ビジョン達成のためにどのよ
うな⼯夫をおこなうので、どのような結果をだすのか、論理的に意⾒交換ができ、事前評価の重要性は理解が深まったと思われる。

②感染症やITに関する専⾨
家と伴⾛⽀援者が連携協⼒
し、実⾏団体の現場⼒とと
もにwithコロナ時代のため
の、新しい活動様式を⽣み
出す。

ほぼ計画通り

感染対策勉強会3回、IT研修会を5回開催し、専⾨家から感染対策に関する最新の情報の説明
を聞き、講義修了後、現場での不安や対策などの意⾒交換を⾏った。また、12実⾏団体各1
回感染対策専⾨家に直接訪問、もしくはオンラインにて個別相談をお願いした。専⾨家から
直接説明を受けたこと、応援していただいたことが、前に進む勇気となっていた。

③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
の中間報告会において、新
しい活動様式について意⾒
交換する。

ほぼ計画通り
感染対策勉強会、IT研修会のあとに意⾒交換会をおこなった。リリムジカとさわやか愛知、
ノッポの会をつなぎ、連携・協⼒できるプロジェクトについて意⾒交換を⾏った。12⽉の成
果報告会には12団体すべてが参加し、情報交換を⾏う予定である。

活動 進捗状況 概要

①事業実施における助⾔に
おいて、特に新しい団体に
は、リスクマネジメント・
クライシスマネジメントの
⽀援を⾏う。

ほぼ計画通り

栃⽊アニマルセラピー協会、胃癌を撲滅する会、まちづくり推進隊財⽥などは、団体の活動
歴はあるも、担当スタッフの経験が浅いので、リスクマネジメントのワークの意味や賠償責
任保険のことなど説明した。実績のある団体も、ガバナンス・コンプライアンス、利益相
反、内部通報制度のことなどの対応がなされていなかったので、規定類の作成⽀援をしなが
ら、説明をした。また、ガバナンス・コンプライアンス勉強会を5⽉に2回開催した。まちづ
くり推進隊財⽥はリスク管理規定を作成した。

④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。

ほぼ計画通り

伴⾛⽀援において、新しい活動様式について意⾒交換し、考え⽅などの整理を⾏った。
ライターにヒヤリングとテープ起こし、編集を依頼し、内容の協議を⾏った。
審査委員や感染対策専⾨家と内容について協議をした。12⽉の成果報告会には⼀部発表でき
るようにし、印刷、発送までのスケジュールをたてた。

⾃由記述



Ⅴ．インプット

Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

有

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率
100%

管理的経費 \3,828,300 \2,153,000 \5,981,300 \5,655,770 95%
事業費

実⾏団体への助成に充当される費⽤ \17,000,000 \8,500,000 \25,500,000 \25,500,000

合計 \21,943,300 \12,538,000 \34,481,300 \31,881,556 92%
プログラム・オフィサー関連経費 \1,115,000 \1,885,000 \3,000,000 \725,786 24%

休眠預⾦助成⾦公募のためのチラシ 5000部
IT研修会のチラシ                              300部、500部
ロジックモデルセミナーのチラシ  500部
成果報告会のチラシ        300部

補⾜説明 ⼈件費、家賃などの本プロジェクトにおける計上は1年分である。事業計画変更にて事業期
間を伸⻑したために、11⽉以降の管理的経費は実質⾃⼰負担となる。

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

新型コロナウィルス感染への恐怖は予想より⼤きく、ながびく⾃粛⽣活にて、現場の課題は児童虐待など、⾼齢者や障がい児、ひとり親の外出⾃粛など
より深刻化していった。スタッフなどが感染したり、事業所で感染者がでたことによる休業などで、事業推進への影響とともに、組織の経営状況も厳し
くなった。助成⾦を有効に使っていただけるように、おきている課題をプログラムオフサーになんでも相談できるような関係性と信頼関係をつくる努⼒
をした。

⾃由記述

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。アウト
プットにとらわれることなく、現場から応えを導く⼯夫を⾏った。実⾏団体いわく助成事業で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、新たな気づきがあり新たな事業アイデアが⽣まれ、新たな繋がりができた。このように助成⾦を活⽤し、asterコロナに挑んでいる様⼦を捉えるこ
とができる。

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

報告書等 1⽉に作成、全国のNPOセンターに配布予定である。

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

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）

市町村NPOセンターへのHPへの掲載

広報制作物等



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

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


