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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: 外国籍住⺠、⽣活困窮世帯、地域活動主体、介護・障害福祉事業所、他

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: コロナ禍の課題解決を⽬指した地域福祉活動
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: 社会福祉法⼈ 東近江市社会福祉協議会

2021年10⽉22⽇

事業実施概要

・外国籍市⺠への相談⽀援体制強化として通訳アプリ・周辺機器の整備。併せて感染拡⼤防⽌を図りつつ相談⽀援を継続するため分散勤務に必要な機器整備。
・多⾔語通訳アプリ搭載タブレット設置に伴うWi-Fi環境の整備及び分散勤務のためのリモートワークツールの導⼊。地域活動再開のための感染対策物品、地域の集
いの場再開の⼿引き、コロナ禍でのフレイル予防の⼿引き、偏⾒防⽌啓発冊⼦等の作成と配布。⽣活困窮世帯の⼦どもの学習⽀援へのリモート活⽤と、集まることに
よる感染拡⼤リスクの軽減に配慮した活動実施。
・介護・障害福祉事業所を対象としたクラスター発⽣時、新型コロナウイルスに罹患したり、その濃厚接触者となった在宅介護・福祉サービス利⽤者へ対応するため
の研修を実施。
・コロナ禍で介護・障害福祉現場で働く職員の課題意識・情報交換の場の設置。⼩規模な介護・障がい福祉サービス事業所で新型コロナウイルス感染症をはじめとす
る感染症罹患者発⽣時に必要な防護服や消毒剤などの感染防⽌資材や、施設内衛⽣環境整備のための資機材の備蓄。

課題設定、事業設計に関する振り返り

１．本市でのコロナ禍の⽣活相談件数は2020年3⽉下旬の開始から2021年9⽉末⽇現在で14,000件余、特例貸付申請⾦額は22億円余に達した。特に⾮正規（多くは派
遣）社員や技能実習⽣の外国籍市⺠の困窮実態は深刻で、1,000⼈を超える外国籍市⺠が窓⼝を訪れた。失業した相談者から通訳者を雇⽤する計画であったが、通訳
スキルを持つ求職者がいないこと、相談者の国籍が多様で多⾔語圏にわたったことなどから⼈材確保が出来なかった。⼀⽅で多⾔語対応の通訳機器は想定以上の成果
をあげた。膨⼤な貸付業務に追われ、外国籍市⺠の⽣活状況把握、⽀援に課題を残した。
２．感染拡⼤で停滞した地域活動では外出機会がなくなり、健康被害や孤⽴などのリスクを招いた。この状況に、集まらない介護予防や⾒守り活動、感染に関わる誹
謗中傷対策、集いの場再開など、これらをテーマにした⼿引きを作成。これに⾮接触体温計等やアクリル板など感染防⽌⽤品をセットにしての配布は新たな地域活動
に向け、地域の⽀援者から好評を得た。
３．⽣活困窮世帯の⼦ども学習⽀援へのリモート機器整備は学校からの整備がされたため、本会は各世帯への訪問や感染対策を施しての学習⽀援再開への環境整備を
⾏った。学校だけでなく地域活動拠点など各所でリモート環境が整備される⼀⽅で、未整備だった本会のWiFi整備や分散勤務に必要な環境整備を⾏った。
４．コロナ禍で市⺠の命と暮らしを守る介護・障害福祉事業所では、感染による職員休業、事業休⽌からのサービス提供停⽌、介護崩壊を防⽌するため、感染防⽌・
感染時対応の学習・事業継続のための研修や職員の思いを受け⽌める場を設けた。また、感染発⽣時の感染拡⼤防⽌の初期対応に事業者へ速やかに配布するよう必要
な資機材の備蓄も実施した。

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

外国籍市⺠の⽣活相談対応のため、通訳者の
雇⽤・多⾔語通訳アプリ搭載タブレットの設
置・通信環境の整備がされている。

・通訳者の雇⽤、通訳
機器の整備
・外国籍市⺠対応件数

外国籍市⺠が⾔葉の壁
を越えて安⼼して相談
できた。

通訳機器の導⼊完了
外国籍市⺠相談件数
延べ 2020件
実数   940⼈
コロナ感染症による新
しい⽣活様式に対応す
るためのリモート会議
(ZOOM)等の対策とし
てWi-Fi環境整備。ま
た、各システムのクラ
ウド化や勤怠システム
の構築により、分散・
在宅勤務で対応が可
能。

2020.4⽉〜2020.9⽉までは⾏政、関係機関協
⼒で対応。10⽉以降は本事業により通訳機器
の整備を⾏い、他機関との連携をはかりなが
ら相談対応を実施。なお当初は通訳者での対
応も検討したが、多様な⾔語での対応に迫ら
れたので、⼀⾔語通訳者でな対応できなと判
断し、多⾔語対応の通訳機器のみとした。
またシステムのクラウド化、勤怠システム導
⼊することで、本所以外の他事業所での勤務
が可能となり、業務が向上した。

経済困窮世帯の⼦どもには学習⽀援のための
タブレットが貸し出され、地域活動や団体活
動がリモートでも⾏える⼈材がいる。

・貸出タブレット・機
器貸出数
 ・リモート活⽤研修
開催

経済困難であってもリ
モート学習を受けるこ
とができた。

・拠点施設のWi-Fi環
境整備と貸出し備品整
備
・リモート活⽤⽀援の
ための職員のスキル
アップ

拠点施設としてのWi-Fi環境整備ができ、集ま
るリスクを回避した事業継続につながった。
職員研修を⾏いリモート活⽤が地域で進むよ
う準備し少しずつ実践につながった。

⾃治会館・⼦ども⾷堂等の地域活動拠点に
「活動ツール」が設置されている。

活動ツール作成（成果
物）、BOXの配布数

地域の居場所の復活 ツールＢＯＸ配布実数
・⾼齢者サロン206ヶ
所
・⼦ども⾷堂6ヶ所
・地域カフェ4ヶ所
・ボランティアセン
ター1ヶ所

コロナ感染への不安に対し具体的な対応を⽰
したことが活動への後押しとなり、再開に向
けた話し合いが進んだ。つながりを切らない
活動のあり⽅を⾒直す機会となった。

外国籍の経済困窮世帯の⼦どもの学習⽀援の
ための機材が整備される。

⼦ども学習⽀援に参加
する外国籍⽣徒への学
習⽀援での⾔語課題へ
の対応。

学習⽀援に関わるス
タッフが外国籍の⼦ど
もへの指導の役に⽴
つ。

多⾔語通訳アプリ搭載
タブレットの活⽤

Wi-Fi環境を整備したことにより、外国籍の⽅
との⾔葉の壁をクリアできた。
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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

外国籍市⺠への相談⽀援体制強化…通訳
者の設置（雇⽤）・多⾔語通訳アプリ搭
載タブレット、翻訳機器の設置・Wi-Fi
通信環境の整備 ほぼ計画通り

通訳機器の導⼊により、相談者が通訳者なしでも単独で相談に来所されることが増える。ただ、特例貸付の制度説明、事務⼿
続きは⼀定スムーズに⾏えたが、今後、複雑化する⽣活課題全般への相談に対し、通訳機器のみで対応していけるか不安な⾯
も存在。
本会本所にWi-Fi機器の設置を⾏い、タブレット端末の使⽤が可能になり外国籍の⽣活困窮相談などの対応も可能とした。シス
テムのクラウド化や勤怠システムの導⼊により、本所施設内の各部屋及び本会各事務所等へ分散勤務、また場合によっては在
宅勤務を⾏う等、コロナ対策と働き⽅改⾰にも取り組めた。

介護崩壊を防ぐプロジェクト…介護、障
害福祉事業所を対象に感染予防や罹患時
対応、誹謗中傷防⽌対策の学習、相互応
援体制の構築

ほぼ計画通り

受益者を対象とした研修を実施。感染防⽌対策が⾒えない時期にクラスター対策の内容で開催し、感染防⽌対策が⾒えてきた
時期には、間違えた感染対策が取られることも多かったため実技を交えた感染対策の基本研修を実施した。

事業実施以降に⽬標とする状況
感染拡⼤の状況にあっても、正しい防⽌対策やリモート活⽤により、つながりを切らない地域活動が継続される。また、⽣活困窮などから孤⽴しがちな世帯の⼦ども
たちに対する⽀援者が増え、地域の中での居場所づくりなどが進む。事業実施により、これまでからつながりのあった機関・団体との関係が、コロナ禍という共通の
課題に対してそれぞれの役割を確認し、協働ができる。

考察等

対象者が外国籍市⺠をはじめコロナ禍で⽣活に困窮する市⺠であったため、⽣活⽀援や事業継続の給付⾦や教育現場のリモート整備など、⾏政施策の先⾏きが不透明
な中、どこまで⺠間活動として取り組むのか、取り組み範囲や⽅法、実施時期などに迷った。外国籍市⺠⽀援においては、特例貸付の借り⼊れが⽬的の相談が主と
なった。しかし、就業状況やこどもの学費確保など抱えておられる⽣活課題は多く存在していることが⾒えてきた。貸付終了後も外国籍市⺠が安⼼して相談できる体
制の強化と周知の継続が必要と感じる。地域活動再開に向けての⼿引きの配付やリモート活⽤に向けた整備を⾏い、活動の維持継続につながったところもある。しか
し、リモート活⽤の定着には⾄っていない。また⽣活困窮世帯への⽀援を地域で広げるには、課題を整理し具体策を明らかにする必要があり、理解者を増やす必要性
を痛感した。

活動 進捗 概要

⼩規模の介護・障害福祉事業所の現場職員に
よる学びあいの場の感染対策が図られる。

終息が⾒えないコロナ
禍での⼩規模介護・障
害事業所職員対象の学
びあいの場での感染防
⽌確保

集合・対⾯での学びあ
いへの参加により安⼼
感ができる

介護・障害福祉従事者
参加の語り場の開催

⾃らの感染に怯えつつ対象者への⽀援を使命
感だけで乗り切っていた従事者同⼠が率直な
⼼情を語り合うことで、所属や業種を越えた
仲間意識が芽⽣えた。

介護・障害福祉事業所で感染者が発⽣した
際、緊急に必要な資機材が社会福祉協議会か
ら供給される。

⼩規模の介護・障害福
祉事業所で確保しづら
い感染者発⽣時に必要
な資機材の確保

⼩規模の介護・障害福
祉事業所が感染者発⽣
時の感染者対応・感染
拡⼤防⽌が早期に図ら
れる

防護着、消毒⽤品、⾎
中酸素濃度計をはじめ
とする資機材と保管庫
を整備

感染拡⼤発⽣時に⽴ち⼊り調査を⾏う保健所
に整備状況を伝え、必要な事業所に対して紹
介されるようにした。

介護・障害福祉事業所に感染防⽌や罹患時、
被災時の対応マニュアルが配布され、事業所
での感染や被災による休業を防ぐ事業者間応
援の仕組みがある。

介護・障害事業所対象
の研修会等の開催、マ
ニュアルの作成・配布

感染症罹患時や被災時
に介護・障害福祉事業
者を利⽤する市⺠への
サービスが⽌まらない
仕組みがある。

⼩規模事業所向け感染
拡⼤防⽌研修会の開
催。社協が感染時対応
マニュアルを作成し
て、これを希望する介
護・障害福祉事業所に
閲覧する。

集合研修が出来ない中で対応⽅法や感染対策
資材の使⽤法が不明だったことが、保健所の
知⾒により知ることが出来た。

介護、障害福祉事業所を対象に感染予防
や罹患時対応、誹謗中傷防⽌対策の学び
あいの場の感染防⽌対策 計画通り

⾃らも感染に不安な若⼿介護従事者に集まってもらい、⼼境も含めた情報交換の場を設けた。

地域活動応援ＢＯＸの作成と配布…新型
コロナ感染者への偏⾒を解消するための
啓発・感染予防チェックシート・体操や
免疫向上レシピなど地域活動ツール・感
染予防のための衛⽣⽤品などをＢＯＸに
して地域の各種活動団体へ供給

ほぼ計画通り

「感染予防対策や活動の⼿引き」「対策チェックリスト」「フレイル予防体操」「免疫向上レシピ」「感染者への差別解消冊
⼦」を作成し、感染予防パネルや衛⽣⽤品と合わせて、⾼齢者サロン・⼦ども⾷堂・地域カフェ・ボランティアセンターに配
付。またボランティアグループにアルコールスプレーを配付。8割近い団体で活⽤された。

リモートで応援事業…経済的困窮世帯の
⼦どもの学習⽀援、地域のサロンや⼦ど
も⾷堂など、居場所活動へのＷＥＢ環境
整備と学習の機会提供

ほぼ計画通り

リモート機器（モバイルPC・タブレット・WEBカメラ・プロジェクター・スクリーン・マイク他）を購⼊し活動者に貸し出せ
るよう整備。職員が活⽤を⽀援できるよう研修し、住⺠対象の研修で実践を開始。

⼩規模の介護、障害福祉事業所を対象と
した、感染者発⽣時に感染拡⼤防⽌に必
要となる資機材を供給するための整備 ほぼ計画通り

感染発⽣時に緊急に必要となる感染拡⼤防⽌資機材の備蓄を⾏った。

外国籍の経済的困窮世帯の⼦ども学習⽀
援でのリモートによる通訳環境整備 遅延あり

外国籍の⼦ども達の課題は通訳の問題ではなく、信頼関係の構築や⽂化・習慣の違いへの理解を深めることが先決であること
がわかり、理解者づくりと職員のスキルアップに内容を変更し、国際交流協会とつながり「やさしい⽇本語」を学ぶ研修を
⾏った。



想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・従来からの社協の活動の中で関わりのあった各種団体と、外国籍市⺠への⽀援という視点でのつながりを強化することができた。
・三⽅よし基⾦のとりまとめにより、休眠預⾦活⽤事業実施団体がそれぞれ感じていた外国籍市⺠への⽀援への課題について、同じテーブルで議論することができ、
市全体の課題と再認識し⾏政への課題発信も⾏えた。
・⾼齢者サロンに感染防⽌対策備品や⼿引きを配布したことで、⾃治会への周知にもつながり、パネル購⼊先の問い合わせや⾃治会活動の相談などもあった。
・感染予防対策の⼿引きやフレイル予防体操、レシピ集の作成にあたっては、理学療法⼠・管理栄養⼠といった専⾨職の⽅々の協⼒を得たことにより、専⾨職の集ま
りで紹介されたり、管理栄養⼠の⽴場から地域で啓発に使⽤されるなど、それぞれの⽴場で活⽤され波及につながった。
・感染者対応に追われていた保健所に研修内容の相談をしたことがきっかけとなり、介護・障害福祉事業所に特化した研修プログラムが⽤意された。
・保健所が感染発⽣時に⽴ち⼊り調査を⾏った経験からの危惧や懸念を聞くことで、基本的な感染対策や感染発⽣時に必要となる資機材の備蓄を⾏うことへの気づき
を得た。



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

実施内容・結果

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）

2021.1.26 地域活動応援ＢＯＸプレス発表
2021.1.27 東近江ケーブルTVにて地域応援BOXについて放映
2021.2.26 中⽇新聞に地域応援BOX の記事掲載
2021.3.12 本会HPに「地域活動応援冊⼦WEB版」公開
2021.3.15 本会広報誌「社協だより」№90に「コロナ禍での地域活動を応援」を掲載
2021.6.14 中⽇新聞に介護・障害福祉サービス事業所を対象とした「感染拡⼤防⽌研修会開催」記事掲載
2021.6.14 滋賀報知新聞に介護・障害福祉サービス事業所を対象とした「感染拡⼤防⽌研修会開催」記事掲載

○本会ホームページに「地域活動応援冊⼦」ｗｅｂ版公開
○本会広報誌「社協だより」№90に「コロナ禍での地域活動を応援」掲載

〇「Withコロナ地域⽀え合いの⼿引き」360部
〇「フレイル予防体操」360部＋500部増刷
○「フレイル予防レシピ」360部+1000部増刷
〇「差別偏⾒防⽌啓発冊⼦」400部
○「地域活動再開のためのチェックシート」400部

○地域応援ＢＯＸ配付物（消毒液、⾮接触体温計、⾶沫防⽌パネル等）へのシンボルマーク貼付
○「感染拡⼤防⽌研修会」参加者が事業所内伝達研修に使うために配布した感染防⽌資材へのシンボルマーク貼付

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 関連している規定関係についてはHPで公開。

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 定款の定める通りに開催。

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい 苦情の対応に関する実施要綱を作成して、HPで苦情の体制を公開。

⾃由記述

未曾有のコロナ禍、すべての市⺠に⽣活課題が降りかかり、その対応は緊急性が⾼く柔軟性が求められる中、今回の助成⾦のおかげで機動的に活⽤でき、地域課題解決に有効なものでした。特に、単に窓⼝
相談に応じるだけでなく、通訳機器や通信環境の整備や、感染防⽌により従来の実践⽅法が取れない中、環境整備や感染防⽌のための資材・資料等の配布などの具体的実践が出来たことは、職員や関係機
関、地域⽀援者等の無⼒感や喪失感からの脱却にありがたいものとなりました。また、外国籍市⺠への貸付相談以外の対応に⾏きつけない、具体的ニーズや⽀援⽅法が⾒いだせない中、本助成⾦での他の事
業実⾏団体と新たなつながりが出来たこと、障がい児対象の事業実施にあたって保健所から感染予防対策について助⾔いただいたことなど、これまで顔⾒知り程度のお付き合いだった関係機関、団体と協働
することも出来ました。

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。  規定等の改善までには⾄らなかった。

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
本会監事による四半期ごとの監査を実施。
本年8⽉に東近江市による法⼈指導監査の実施。
本年4⽉からは本会顧問税理⼠による⽉例監査を実施。

100.0%

100.0%
管理的経費 100.0%

事業費
直接事業費

執⾏率

東近江保健所 介護・障害福祉サービス事業所を対象とした研修への指導・助⾔、感染防護資機材備蓄・周知への協⼒、対象の異なる事業ごとの感染防⽌対策への指導

計画額
16,328,362

1,171,638
17,500,000

実績額
16,328,362

1,171,638
17,500,000合計

近江温泉病院 フレイル予防体操の冊⼦作成にあたり、理学療法⼠・作業療法⼠による助⾔・監修
栄養⼠会 フレイル予防免疫向上レシピの冊⼦作成にあたり、管理栄養⼠の助⾔・監修

まちづくりネット東近江 リモートの活⽤に向けて、住⺠対象の会議等で試⾏・実践に協⼒
ひと・まち研究所 リモートの活⽤に向けて、職員のスキルアップ研修の講師として協⼒
東近江国際交流協会 ⼦ども学習⽀援での外国籍児童とのコミュニケーションについて助⾔、講師として協⼒

課題を取り巻く変化

・早くに緊急的な貸付を受けた市⺠も、予想を遥かに超えて⻑引くコロナ禍によって苦しくなった⽣活や事業の建て直しが⼀層困難なものとなっているが、国による
⽀援⾦給付の問い合わせや⽣活費以外の⼦どもの進学費⽤など、様々な困りごとの相談窓⼝として本会を訪ねる市⺠が増えた。
・地域では、停滞した地域の集いの場などに変わる地域の⾒守りや⽀え合い、集う場での取り組みなどの新たな⽅法が⾒出されはじめ、そこからの相談が増えた。コ
ロナ感染予防対策に関して、三密を避けるなどの認知も⾼まり、⼯夫して活動を再開すべきとの声も⾼まってきている。今だからこそ、改めて地域活動を⾒直し、つ
ながることの⼤事さに基づいた活動再開が望まれる。
・⽣活困窮者や外国籍の⽅の課題が浮き彫りとなり、理解者づくりとともに、必要な取り組みを様々な⽴場の者が協働で進めていくことが重要であると考える。本会
として、今回の緊急助成事業では積み残した課題対応を検討し続けたい。
・コロナ禍の経験を活かして、従前からの取り組みの⾒直しを⾏い、関係機関・団体とも新たな協働の道を探りたい。

しが外国⼈相談センター（滋賀国際協会）
東近江市（主に福祉政策課、企画課、市⺠課）
東近江国際交流、ラチーノ学園

外国籍市⺠の相談に対し、電話を活⽤した通訳（社協相談対応者の⽀援に活⽤できるツールと認識できた）
外国籍市⺠への円滑な対応のため情報を共有。市配置通訳者の協⼒や通訳機器の貸与、貸付に必要な書類のスムーズな取得
通訳者の紹介や募集へのアドバイス、また、「やさしい⽇本語」に関する学び

連携先


