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その他

事業完了報告書 （事業の総括およびその価値）（資⾦分配団体）

事業名: 東近江・新型コロナ対策助成事業
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈東近江三⽅よし基⾦
実⾏団体数: 4団体

事業の概要（総括と価値）

新型コロナウィルスの感染拡⼤は、地域の暮らしを⽀える活動を⽌め、⼈のつながりを分断し、地域の持続性を脅かしている。その影響は、全世代、全分野に及んで
いtた。この状況を打開するため、東近江市全体を対象とし、特定のテーマではなく当たり前にあった統合的なつながりを意識し、⾃治によるまちづくりを取戻すた
め２つのテーマ（１．⽣活弱者への⽀援活動とその体制強化、２．地域の雇⽤を維持・確保するための⺠間事業⽀援）で助成事業を公募し、4実⾏団体の事業を採択
して資⾦的及び⾮資⾦的⽀援を⾏った。この⽀援によって、感染症と共存しながら暮らしを⽀える活動の体制と⼈と⼈のつながりを強化できた。これらは社会的・経
済的・環境的に持続可能な地域社会の礎となる社会関係資本を太らせたことは、価値ある事業であった。

課題設定、事業設計に関する振り返り

本事業では、⾃治によるまちづくりを取戻すため「１．⽣活弱者への⽀援活動とその体制強化、２．地域の雇⽤を維持・確保するための⺠間事業⽀援」の２つを課題
設定して、助成事業を設計・公募した。しかし、助成⾦規模の制約と緊急性が要因で「１．⽣活弱者への⽀援活動とその体制強化」を中⼼に実⾏する団体、４団体を
選定して、資⾦的⽀援・⾮資⾦的⽀援を⾏った。これにより、事業対象として1)経済的困窮世帯、社会的孤⽴世帯（ひとり親家庭、要介護⽀援世帯等）、2)影響を受
けたまちづくり活動を⾏う市⺠活動団体（NPO、⾃治会、まち協、国際交流協会、外国⼈、商店街の⽅等）、3)雇⽤調整を受けた外国⼈労働者やその家族、4)学ぶ機
会を失った⼦ども若者、5)⼩規模な⾼齢者・障害者⽀援の事業者及び職員の⽀援を⾏うに留まった。この結果をフォローするために、第２弾を追加申請し採択され、
主に「２．地域の雇⽤を維持・確保するための⺠間事業⽀援」の課題解決を⽬指した実⾏団体を公募する助成事業を設計し対応した。

実施時期: 2020年7⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: 滋賀県東近江市

事業対象者:

・経済的困窮世帯、社会的孤⽴世帯（ひとり親家庭、要介護⽀援世帯
等）
・影響を受けたまちづくり活動を⾏う市⺠活動団体（NPO、⾃治
会、まち協、国際交流協会、外国⼈、商店街の⽅等）
・雇⽤調整を受けた外国⼈労働者やその家族
・学ぶ機会を失った⼦ども若者
・⼩規模な⾼齢者・障害者⽀援の事業者及び職員

⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

・困窮世帯への⾒守り活動の体制整備 ・⽀援体制図と連携の
具体例

・体制図と具体例が⽰
される。

・ひとり親家庭、要介
護者を抱える家庭、外
国籍の家庭等の困窮世
帯への⾷⽀援を通して
⾒守り活動の体制整備
（がもう夢⼯房、フー
ドバンク東近江、まち
協、JA、社協、⾏政
（県・市）、⺠⽣委
員・児童委員、要⽀援
者本⼈等）が構築され
てきている。

・この事業をきっかけに、社会福祉協議会を
核とした困窮世帯への⾷⽀援を通した⾒守り
活動の体制が構築できた。また、当事者に届
けるための仕組みとして、まちづくり協議会
が指定管理しているコミュニティセンターと
連携することができたことは課題を地域で共
有し、次につなげるためには重要な⼀歩で
あったと思われる。何より、この仕組みを⽀
える体制の中に、当事者が加わり、今後の⽀
援体制を検討できた。

・実施施設の専⾨家評
価（チェックシート）

・チェックシートの評
価が100％

・社会福祉協議会が専
⾨家の指導を受けて作
成した「みんなで感染
予防、５つの基本ルー
ルチェック」の「対策
チェックシート」で、
4実⾏団体をチェック
して100％の評価で
あった。

・４実⾏団体のみならず、社会福祉協議会を
通して「対策チェックリスト」のほか、「感
染予防対策や活動の⼿引き」「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」「感染予防パネルや衛⽣⽤品」を
地域応援BOXとし、以下の217の地域活動団
体に配布して、感染リスク対策が整い約8割近
い団体が活動を再開できた。
  ・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
・また、ブラジル⼈学校ラチーノ学園の教室
のエアコン及びトイレ等の衛⽣環境整備がで
き、⽣徒が安全安⼼に通学できるようになっ
た。

・感染リスク対策が整う施設の割合が100％

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



コロナで影
響を受ける
従事者

就業困難

コロナで影
響を受ける
従事者

事業実施上
の困難

・事業者のモチベーションアップ

・社会福祉協議会は、多⾔語対応の通訳機を
活⽤してコミュニケーションを図り、「多様
な外国籍市⺠の相談」（延べ 2020件、実数   
940⼈）をスムーズに対応してきた。また、
「外国籍の経済的困窮世帯の⼦ども学習⽀
援」では、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
して、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。
・⽇本ラチーノ学院は、学院の環境整備のほ
かに、市内の⼩学校に通学する外国⼈と先⽣
のコミュニケーションの向上を⽬指し、「先
⽣を対象にポルトガル語のオンライン講座」
を開催した。
・まちづくりネット東近江は国際交流協会と
の連携して、「⽇本語の教室」を125回実施
した。緊急事態宣⾔発令時は、オンラインで
の教室を開催して歩みを⽌めることはなかっ
た。⽇本語教室時や国際交流協会が窓⼝とな
り「困り事相談」も⾏い161名からの相談に
対応した。また、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
た。
・がもう夢⼯房は、外国籍の困窮世帯へも⾷
⽀援を⾏った。
・以上４実⾏団体が連絡会を5回開催して、今
後の⽀援体制を検討した。そのうち１回は、
市の外国籍市⺠を⽀援する東近江市、企画
課、健康福祉政策課、福祉総合⽀援課、⼦ど
も政策課、まちづくり協働課、総合政策課を
交えて会議を⾏い現状共有を⾏った。

外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

外出困難 外国⼈⽀援組織による⽣活⽀援 ・⽀援体制図と連携の
具体例

・体制図と具体例が⽰
される。

社会福祉協議会、⽇本
ラチーノ学院、まちづ
くりネット東近江（国
際交流協会）、がもう
夢⼯房４実⾏団体共通
の課題である外国⼈⽀
援をテーマに連携会議
を総合的な⽀援体制の
検討が、⾏政も巻き込
みながら始まった。

・コミュニケーション
⼿段の多様化

・⼿段の多様化とその
頻度が感染症拡⼤の前
以上に増え、具体的な
連携が始まっている。

オンラインによるコ
ミュニケーションツー
ルの整備、活⽤⽀援に
より、対⾯以外のコ
ミュニケーション⼿段
が確保でき、つながり
の修復と強化ができ
た。

・まちづくりネット東近江が主催するオンラ
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、地域団体をはじめ多く
の事業所からの相談も多く、そこからつなが
りの修復と強化の⽀援につながるケースが増
えた。
・社会福祉協議会は、拠点施設のWi-Fi環境整
備ができ、集まるリスクを回避して事業継続
につながった。職員研修を⾏いリモート活⽤
により、地域でつながりの修復と強化進むよ
う準備し、少しずつ実践につながった。

・実⾏団体へのアン
ケート

・事業者の事業継続意
欲が向上している。

・ドライブスルーの仕
組みを持たない中⼼市
街地の飲⾷店を応援す
るドライブスルー事業
の実施。事業後、アン
ケート調査で事業継続
意欲を参加13事業者
全てで確認できた。

中⼼市街地で売上が激減している飲⾷店を応
援するための事業として、テイクアウトを共
同のドライブスルーで実施した。市が場所を
提供し、NPOが予約システムを提供するな
ど、協働で困難を乗り越えようとする意識が
多くの関係者に響いた。この活動をきっかけ
に、近江鉄道⼋⽇市駅前のグリーンロードを
オープンテラスにする「えいとてらす」、売
上減少などの影響を受けている飲⾷店等を⽀
援するため、東近江合庁、東近江市役所に
キッチンカー等を出店するキッチンカー事業
者等応援プロジェクトin東近江など様々な活
動につながった。

・つながりの修復と強化



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

③フードバンク東近江との連携や地域内
からの安定的に調達可能な仕組みづくり
を検討する。

計画通り
フードバンク東近江との連携により、余剰⾷材等⼀定量の確保はできた。また、野菜⽣産者と連携して、規格外野菜等を安定
的に調達できるよう調整済である。

④市内の⼩学校と連携し、ポルトガル語
のオンライン講座を開催する。 ほぼ計画通り

⽇本⼈教師等にポルトガル語を習得してもらい、⽇常的なコミュニケーションの確⽴を図る。

考察等

・⽇本ラチーノ学院では、Wi-Fi環境を整備して、学校に登校できない場合でも、オンライン・リモートで学び続けられる環境整備ができた。その後の感染拡⼤時に
は、オンライン授業が配信され、⼦どもたちの学びを⽌めることなく、コミュニケーションも可能となった。
・経済困窮世帯の⼦どもに学習⽀援を⾏う社会福祉協議会では、拠点施設にWi-Fi環境整備ができ、集まるリスクを回避した⽀援ができる環境が整った。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。
・社会福祉協議会主催で、県保健師を講師に、⼩規模事業所向け感染拡⼤防⽌研修会を開催した。また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
福祉事業所に閲覧できるようにした。さらに、⼩規模事業所ではクラスター対応が困難との声に応え、必要資材を社協でまとめてストックし、その利⽤⽅法を実物を
使って学ぶ機会を作るなど、地域連携で感染症対策に取り組むきっかけとなった。
・⾷⽀援団体、外国⼈⽀援団体、⼩規模福祉事業者がそれぞれ必要に応じて情報共有し、具体的な連携をイメージできるようになったことは⼤きな成果であった。今
後、多様な困りごとに寄り添うネットワークの構築に貢献できた。

活動 進捗 概要

①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。

事業実施以降に⽬標とする状況

・外国⼈の⼦どもたちが学び続けられる環境整備ができている。
・⾃宅での学習が困難な⼦どもたちの学習環境が地域で整えられている。
・市内の福祉施設において専⾨家のアドバイスのもと感染症対策ができている。
・新型コロナの第2波、第3波が来た場合、関係機関が連携・相談できるネットワークが構築されている。

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 社会福祉法⼈ 東近江市社会福祉協議会

④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。

⑤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。

②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。

③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。

⑦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。

⑥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。

実⾏団体名 準学校法⼈ ⽇本ラチーノ学院

活動 進捗 概要

①ウイルス感染等防⽌のため、環境整備
(⾷洗器・給湯器・エアコン・トイレ)を
⾏い、環境衛⽣を向上する。

計画通り

・新型コロナウイルスに感染しないための衛⽣環境整備（１３教室、給⾷室）
・エアロゾル感染防⽌のためのトイレの様式化（４箇所）

②市内に暮らすブラジル⼈未就学児を対
象に実態調査を⾏い、ニーズの把握と関
係者との話し合いを⾏う。

計画通り

ブラジル⼈未就学児が通う⼩中学校及び幼児園等に困りごとアンケートを実施し、状況確認を含めてのヒアリングを実施し
た。引き続き、不安解消のための⽅策を考える。

⑤Wi-Fi整備・職員⽤パソコンを購⼊
し、ICT活⽤によるリモート授業を実施
する。

計画通り

ブラジルからの授業も含めて、いつでもオンライン授業ができるようになった。



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

⑤事業後継組織の組織化
ほぼ計画通り

本事業の終了後には、今回得られたリストを精査し、社会福祉協議会やフードバンク等も含めて⽀援の具体的な体制を協議し
ていくことで合意できた。

③要⽀援者による組織化戦略会議 計画通り 毎⽉の⾷材仕分け等の機会を活⽤して、⼿伝ってくださる要⽀援者の⽅々と協議した。

④要⽀援者への働きかけ 計画通り
3⽉のお渡し会の際にアンケート調査を実施し、要⽀援者の⽅々の意識について情報収集した。参加者の1割から2割程度の⽅
は、⽀援活動に参加してもよいと考えていることが分かった。

実⾏団体名 ⼀般社団法⼈がもう夢⼯房

活動 進捗 概要

①事業の起案・打合せ
計画通り

事業期間中は⽉に1回の会議とその準備で、関係者が⽉に2から3回顔を合わせることができた。社会福祉協議会の会
議室を借りることができたことで当事者意識を持ってもらうことができた。

②事業スタート 計画通り 事業は予定通りスタートし、継続することができた。

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
2020年10⽉2⽇ 22⼈→2021年9⽉30⽇ 427⼈

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
舗と当法⼈が連携し、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ら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、店舗同⼠が協⼒して開催を
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。

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。

④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。

⑤④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。

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

活動 進捗 概要

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

 ４実⾏団体共通の課題である外国⼈⽀援をテーマに連携会議を5回実施した。その結果、⽇常の暮らしの中で多⽂化共⽣を実現するには、⽂化の違いや⽣活習慣の
違い等を認め合える関係を構築することが重要であるとわかった。この第⼀歩は、各々が互いの⽂化・⽣活習慣を知ることである。このため、追加コロナ枠助成で、
多⽂化共⽣の課題解決の⾜掛かりとなる取組として互いの⽂化・⽣活習慣を知ることを⽬的とした「多⽂化共⽣フェスタ」等を実施し、それらを通して、今後の推進
体制を構築を⽬指す。
＜連携会議の経過＞
2020.9.25 第１回 連絡会議の⽴ち上げ
2020.10.30 第2回 実⾏団体の情報共有と協働すべき事項の抽出、1)各々活動と外国⼈⽀援での課題の報告による情報共有、2)協働でまず検討すべき事項について
→外国⼈の困りごと抽出・分類
2020.12.25 第3回 外国⼈の困りごと抽出・分類、1)甲賀市国際交流協会への視察報告、2)外国⼈向け相談スキームの検討、3)協働でまず検討すべき事項について
→外国⼈向け相談スキームより、困りごとの解決には⾏政が不可⽋なため協働メンバーに市も必要
2021.2.9 第4回 ⾏政と実⾏団体の情報共有、1)各々活動の報告による情報共有
2021.7.19 第5回 外国⼈⽀援の体制を検討への引き継ぎ、1)これまでのふりかえり、2)最近の各団体の取組状況について、3)「多⽂化共⽣のまちづくりに向けての
第⼀歩」の概要について

課題を取り巻く変化

・本事業を通して対⾯だけなく、WEBによるコミュニケーションの機能が強化され、コロナ禍でもひととひとのつながりを維持する⽅法が確⽴できたとともに、情
報発信のWEB化も強化できた。
・また、事業の取組をきっかけに、⾷⽀援団体、外国⼈⽀援団体、⼩規模福祉事業者、中⼼市街地の事業者のつながりが構築できるとともに、⽀援を受ける⽅が⽀援
する活動に参加できる機会もつくれた。
・外国⼈⽀援に関しては、改めて暮らしのすべての現場で困りごとが発⽣していることに関係者が気付くことができた。これは、コロナ禍で表出した⼤きな課題であ
るとの認識が地域に⽣まれたことは次に必要な活動を考えるきっかけとしては重要である。



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

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

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
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 
 

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 https://3poyoshi.com/koukoku/

継続しての連携
〃 〃

合計 \45,500,000 \12,800,000 \58,300,000 \58,300,000 100%

100%
管理的経費 \5,500,000 \2,800,000 \8,300,000 \8,300,000 100%

事業費
直接事業費 \40,000,000

immi labの活動概要と意⾒交換

100%

2020年度 2021年度

報告書等 事業報告書

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8⽉7⽇(⾦) 滋賀報知新聞 第18804号｜東近江・湖東 ニュース

広報制作物等
実⾏団体動画作成、実⾏団体活動紹介冊⼦作製、成果報告会動画配信
https://youtu.be/xyqXJdrJi7s

活動 実績内容 結果・成果・影響等

外国⼈⽀援 ⼤阪出⼊国在留管理局受⼊環境調整担当の活動概要と意⾒交換

合計 実績額 執⾏率
\10,000,000 \50,000,000 \50,000,000

プログラムオフィサー関連経費 \0 \1,700,000 \1,700,000\1,700,000



Ⅻ. その他

⾃由記述

⽣活弱者への⽀援活動とその体制強化は緊急性が⾼く柔軟性が求められる中、本助成事業は、取組を進めてきたからこそ⾒えてきた課題に対して、臨機応変に活⽤できる有効なものであった。
実⾏団体として、本事業に取り組んだ⽅々は、⼩さなSOSにも⽿を傾ける意識がさらに強くなり、⾃組織の対象者とそれ以外の⽅々とを区別をしない視点も獲得されているように感じる。「誰も取りこぼさ
ない」地域を実現するには、限られたエリアを設定し、実⾏団体を育てることが有効的であるという仮説に⽴って本事業を申請させて頂いたが、この⼀年間でそれが確信に変わった。今後、このような⼩さ
なSOSに⽿を傾ける実⾏団体を増やすためにも、それに寄り添う資⾦分配団体が増えていくことに貢献していきたい。本事業に取り組むことによって、プログラムオフィサーの存在意義と資⾦分配団体の役
割を改めて知ることができたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。


