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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。
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Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

実施時期: 2020年10⽉〜2021年9⽉
事業対象地域: 滋賀県 東近江市
事業対象者: 地域で活動する団体、まちづくり協議会、外国の⽅

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 地域のあゆみを⽌めない⽀援拡充事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈東近江三⽅よし基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈まちづくりネット東近江

2021年10⽉15⽇

事業実施概要

 コロナ禍でまちづくりのあゆみを⽌めないため、対⾯型からオンライン型の対話・交流・情報発信への転換を図ることが急務である。このため、本事業で次の５つ
の活動を⾏い、したいことができるように、逢いたい⼈に逢えるような、新しいつながりを創っていく。
①オンラインによるコミュニケーションツールの活⽤⽀援
②SNSでの情報発信⽀援
③オンラインによる視察の受⼊れ・交流⽀援
④コロナ禍での地域の課題や思いを地域で共有するオンライン会議の運営⽀援
⑤多⽂化共⽣まちづくりの⽀援（東近江国際交流協会等と連携した外国⼈の困りごと電話相談窓⼝の開設、コミュケーション促進としての⽇本語教室の増設⽀援等）

課題設定、事業設計に関する振り返り

 オンラインやSNSの活⽤を通じた事業に関しては、多くのニーズがあり、地域の活動が進まない状況下、新たなツールを活⽤して、話し合いや交流を継続できた
り、イベントを開催することができたことは成果と⾔える。何かをしたいと考えている⼈たちが何もできない状況が地域のあゆみを⽌めることに繋がるが、その部分
にはアプローチすることができた。
 ⼀⽅、多⽂化共⽣のまちづくりに関しては、想定以上に深刻な課題が蓄積されていることが事業を通じて把握できた。例えば、外国籍の⽅の就労問題では、⾮正規
雇⽤の⽅が多く、コロナ禍のような状況になると雇⽌めや休業を⾔われることが多い。また、⼦ども達の学習⽀援の課題、病院等の通院時の⾔語が通じないことによ
る意思疎通ができない等、⽣活の中で多岐にわたった課題が蓄積されている。これらを解決するためにも、地域の中で連携するネットワークを広げ、地域の⼀⼈⼀⼈
が考えてもらうきっかけを作りだし、困っている⼈に対してアプローチする⼈を増やしていくことが今後必要だと考える。

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

①、②団体や個⼈でオンラインツールの活⽤
ができている。 ①講座参加者

②⽀援団体数
 相談者数

①60⼈
②10団体
 100⼈

①342⼈
②24団体
 136⼈

オンラインツールの講座受講者が⼤幅に増加
し、コロナ禍におけるオンラインツールによ
るコミュニケーションの重要性・緊急性を感
じることができた。また、団体をはじめ多く
の事業所からの相談も多く、そこから⽀援に
つながるケースが増えた。

③オンラインによる視察の整備が⾏われ、受
け⼊れが再開されている。

③HPのアクセス数の
増加
 視察申込件数
 視察⽀援団体数

③200アクセス
 5件
 10団体

③365アクセス
 3件
 11団体

視察のページへのアクセスは増加したが、⽬
標申込件数には達しなかった。ただ、視察⽀
援団体は増え、聞き取りをしながら、⼀緒に
視察内容等を検討し、今後の視察受⼊のベー
スを確⽴できた。

④コロナ禍での地域の課題や思いを共有する
オンラインの会議が地域で開催される。

④開催回数 ④5回 ④5回

様々なテーマで座談会を⾏った。このような
状況下では、オンラインで出会うことも⼤切
であるが、リアルで会うことの⼤切さや重要
性も再認識する機会となった。しかし、話が
できていなかったことを話ができる機会が持
てたことはよかった。

⑤多⽂化共⽣まちづくりが進んでいる。

⑤外国⼈相談者数
 ⽇本語教室の開催数

⑤100⼈
 120回

⑤161⼈
 125回

相談が多岐に渡り、困りごとの内容も就労や
⽇常の暮らしにまつわることが多かった。⽇
本語の教室を対⾯で⾏っていたが、緊急事態
宣⾔発令時などは、オンラインでの講座開催
を⾏うことができた。また、外国⼈だけでな
く、やさしい⽇本語を普及するためにやさし
い⽇本語教室も開催し、誰もがわかりやすく
伝えることの⼤切さを伝える。

⑥商店街の店舗が事業に参加して、チケット
の販売などで応援が⾒える化されている。

⑥参加店舗数 ⑥10店舗 ⑥13店舗

商店街の店舗を中⼼に困っている飲⾷店を応
援するための事業として、お弁当の販売をド
ライブスルーで⾏った。そこから、様々な事
業にも展開していっている。



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 338

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）

事業実施以降に⽬標とする状況

①、④地域の話し合いの場がオンライン会議でも⾏うことができている。
②SNSでの情報発信ができている。
③オンラインでの視察（3ヵ所）や交流イベント（3回）が開催されている。
⑤外国⼈の困りごとの相談対応ができている。外国⼈の⽇本語教室の受講者が増え、地域でのコミュニケーションが促進できている。多⽂化共⽣のネットワークが形
成されている。
⑥新たな応援者が増え商店街の店舗が存続されている。

考察等

まちづくりにおいては、時代の変化と共に様々なツールを活⽤することが求められてきている。しかしながら、今回のコロナ禍のような対⾯ができないといった事態
に際し、急激なコミュニケーション環境の変化に対応することが難しいケースもある。そうした中、時代の変化に⾒つつ、地域の実情に応じた情報を伝えたり、⽀援
体制を作ることの必要性を改めて感じた。今回の事業実施は、今後の地域の様々な団体と共にまちづくりを⾏っていくためにも必要な経験であり、積み重ねになっ
た。

活動 進捗 概要

③オンラインによる視察の受⼊れ・交流
⽀援（視察受⼊れ団体の活動紹介の動画
作成・配信、オンラインによる視察受け
⼊れ・交流のしくみづくりのコーディ
ネートなど）

ほぼ計画通り

今回の仕組みを構築することにより、地域の旅⾏業者の新たな販路や、地域の魅⼒を伝えるプラットホームになれるような仕
組みとなった。これまで、視察を受け⼊れてきた団体にとっても、新たな窓⼝となり、ひとつの収⼊源となる可能性もでてき
た。もう少しブラッシュアップが必要であるが、これまでの経験を⽣かして、市内だけでなく、市外の⼈とつながる機会をつ
くっていきたい。

⑤多⽂化共⽣まちづくりの⽀援（外国⼈
の困りごと電話相談窓⼝の開設（外国⼈
相談員（ブラジル・ベトナム）の設
置）、翻訳付きタブレット）、コミュ
ケーション促進としての⽇本語教室の増
設⽀援、コロナ感染者⽀援等の緊急時の
ネットワークづくりなど）

計画通り

⽇本語教室を対⾯形式で12⽉まで⾏ってきたが、1⽉からはオンラインでの講座に変更。
当初、外国⼈相談員を設置予定だったが、⽇本語教室のボランティアで代替できたため不要となった。
多⽂化共⽣のまちづくりを⾏うためには、多くの⼈の理解と協⼒が必要である。しかし、この事業を通じて、この地域に多く
の外国籍の⽅が住んでおられること、また、その⼈達が困っていることなどを関係者で共有し伝えることができたことは⼤き
い。今後も、ネットワークを通じて、多⽂化共⽣のまちづくりにつながることを⾏っていきたい。

①オンラインによるコミュニケーショ
ンツールの活⽤⽀援（オンライン会議シ
ステムZoom講座、スマホ講座など）

計画通り

オンラインでのイベントや講座を⾏う団体が増えている。
しかし、初めてだと、つなぎ⽅や設定の仕⽅などがわからないことが多く、相談や⽀援要請が増えている。有料での
Ｚｏｏｍアカウントを持っているところも少ないので、その部分も⽀援しながら、進めていきたい。

②SNSでの情報発信⽀援（公式LINEア
カウント開設、YouTube配信など）

計画通り

コロナ禍により、WEBやＳＮＳの活⽤が増えてきている。公式LINEのアカウントを開設や動画での情報発信が増えてきてい
る。LINEは、個⼈と直接つながることができるので、双⽅向のやりとりがスムーズにできる。また、動画での情報発信では、
伝えたい情報をより多く伝えやすい。しかしながら、知識や技術が必要なので、その部分を補いながら、地域の情報を伝える
⼿段の⼀つとして伝えていきたい。
まちづくりネット東近江YouTubeチャンネル数
10/2 22⼈→9/30 427⼈

⑤の⽀援活動ための外国⼈相談員（ブラ
ジル・ベトナム）及び当団体の⼈件費、
翻訳付きタブレットを本事業で対応。 計画通り

相談が増えている。また、相談内容が、孤独や孤⽴を訴えることが多い。休業要請や退職を余儀なくされ、働く場所が変わり
孤独感を感じている⼈が多い。

⑥商店街と連携したドライブスルー事業
（ドライブスルーの仕組みを持たない店
舗と当法⼈と連携し、HPからチケット
や商品の予約ができるシステムの構築。
チケットを先⾏販売し、予約制でドライ
ブスルー事業の実施）

計画通り

準備期間があまりない中での開催となり、開催中も、改善しながら進めてきた。商店街のお店⾃体が、疲弊しており、今後の
来店者の増加につなげられたという思いで開催した。店舗数も13店舗の⽅が参加してくださり、お店さんが協⼒して開催をし
てくださった。お弁当の販売も多くの⽅が購⼊してくださり、全⾯的に応援をしてくださっている⼈が多かった。引き続き、
規模を少し縮⼩しながら、ノウハウを⽣かしながら、事業を展開している。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

 様々なコミュニケーションツールを活⽤することによって活動の幅が広がり、新たなことに踏み出せる機会となったことが⼤きかった。今までだと、コロナ禍の中
で、集まって開催するイベントができない場合は、中⽌になることが多かったが、オンラインでの会議や交流会も地域の中で増えてきている。簡単な打合せだと、オ
ンラインで⾏うことが増えた。
 視察の拡充に関しては、地域の魅⼒を集めたプラットホームになり、様々な地域のコンテンツを集めることができそうである。
 多⽂化共⽣のまちづくりに関しては、地域の様々な⽅と共に⾏うことが必要なので、今後も連携をしながら、外国籍の⽅も住みやすいまちづくりを⾏っていく必要
がある。

課題を取り巻く変化

 今回の事業を通じて、コロナ禍が浮き彫りにした地域の課題と共に、これまで積み重ねてきた地域の⼒を再確認できた。昨年の初めには、コロナ禍の中で、⾃分達
に何ができるのか模索している団体も多く、全てが中⽌になっていくことへの悲しみや無念さが地域の中にあった。しかし、⾃分達も何かしたいという何かしなくて
はと思い、動き出せたことは、これまでの地域の⼒を積み重ねてきたからだと思う。
 私たちにできることは、地域の⼈が何かしたい、できることを⾒つけたい、こういうことをやってみたいという時に思いを実現できるような体制をつくること、課
題ややりたいことに対して協⼒者を増やしていくお⼿伝いをすること、この2点だと考える。今後もそのような⽀援を⾏い、地域を創り⼈を増やす取組を⾏っていき
たい。

東近江国際交流協会、ラチーノ学院、東近江市社会
福祉協議会、がもう夢⼯房
株式会社ライオンズ旅⾏企画

東近江市ラウンドテーブル運営委員会

多⽂化共⽣のまちづくりを考えるネットワークを構築。今後も、連携しながら多⽂化共⽣のまちづくりに向けた話し合いを⾏う。

地域の視察を受け⼊れている団体の視察の新たな窓⼝として、このまちで視察や観光ができるツアーの受⼊れの仕組みを構築。
地域の課題やこんなことしてみたいについて話し合いを⾏い、それらを具現化させていくために共に企画や運営、このまちでのラウンドテーブルの仕組
みの構築を⾏う。

連携先 実施内容・結果

執⾏率計画額 実績額



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

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）

まちのわ会議（京都新聞）
ひがしおうみ⼤花⽕⼤会（報知新聞）
⼋⽇市駅前フードドライブスルー（中⽇新聞）

まちのわ会議チラシ
⼋⽇市駅前フードドライブスルーチケット、チラシ
⼋⽇市駅前フードドライブスルーのぼり

特になし

上記のリーフレットなどで活⽤

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

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
内部に窓⼝を設置

⾃由記述

今回の事業を通じて、どんなことでも声を出して伝えることが⼤切なのだと感じた。声を上げあることにより、興味のある⽅が⾃然と集まってきてもらえることができた。
オンラインの⽀援では、私たち⾃⾝も初めての経験が多かったが、様々な要望に応える中で、スキルの向上につながった。今後もこの経験を⽣かして、事業に反映させていきたい。
休眠預⾦事業に採択をしていただき、機器を充実させたり、効率的に仕事ができるような環境を整えることができたことは、これからの財産につながると思う。

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように改善されましたか。 ガバメントコンプライアンスが整備された。

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）

内部監査

2021年4⽉に2020年度の監査
2021年9⽉に2021年4⽉~6⽉の監査
2021年11⽉に2021年7⽉~9⽉の監査
全て監事による会計及び事業監査

100.0%

100.0%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費 6,536,807

0
6,536,807

6,536,807
0

6,536,807合計


