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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。

①受益者 ②課題

⼦ども・学
⽣

その他

⼦ども・学
⽣

その他

⼦ども・学
⽣

その他

舞台ライブ配信2回、
⼈数200⼈

舞台ライブ配信３回、
⼈数97⼈（内、オン
ライン33⼈、
YouTube267回視聴

舞台芸術鑑賞の機会を提供する。
1.倉吉おや⼦劇場例会を、会場に来ることに
不安を感じる会員に配信した。予想より少な
い希望者だったので、オンラインで鑑賞する
より会場での鑑賞を望んでいることが推察さ
れる。
2.10/30のコンサートの配信テストを兼ねた
プレライブ。配信先の皆成学園で機材＆通信
の状況を確認した。参加者の反応も良く、本
番に向けて準備が進んだ。
3.会場では親⼦が寄り添って鑑賞し、配信先
の皆成学園では、⼩学⽣から⾼校⽣までの⼦
どもと職員が鑑賞した。オンラインだからこ
そ、リラックスして歌ったり体を動かして楽
しんでいた。施設にて⼤スクリーンで鑑賞す
ることにニーズがあることが分かった。

新型コロナウイルス対策をしっかりして、従
来の活動を安全に継続することと同時に、オ
ンライン配信で多くの⼦ども達に届けること
の両⽴が出来ている。

実施回数＆参加者数
メディア講座ライブ配
信８回、⼈数320⼈

1.3回⼦ども322⼈
（内、オンライン322
⼈）、⼤⼈60⼈
（内、オンライン60
⼈）
2.メディア研修会2
回、⼤⼈20名（内、
オンライン10⼈）

メディア利⽤の啓発
緊急事態宣⾔等で県を跨いだ移動ができない
場合や、医療関係者、なかなか時間の取れな
い保護者への講座はオンラインが有効である
ことが分かった。⼦どもに対しては、直接コ
ミュニケーションを取りながら進める⽅が、
⼦どもの反応も分かり講師もやりがいがあ
る。

新型コロナウイルス対策をしっかりして、従
来の活動を安全に継続することと同時に、オ
ンライン配信で多くの⼦ども達に届けること
の両⽴が出来ている。

実施回数＆参加者数
⼦どもと遊び8回、⼈
数180⼈

アナログゲーム＆⽊の
おもちゃ体験会4回、
親⼦147⼈（内、オン
ライン0⼈）

アナログゲーム＆⽊のおもちゃの体験会
感染者が減少したタイミングで、空気清浄機
や消毒など対策をしっかりして開催した。や
はり実際に⼿て触ったり体を動かすことが醍
醐味であることから、オンラインには繋がり
にくかった。オンライン配信をする為にはス
タッフのスキルアップ不⾜で対応できなかっ
た。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: オンライン化プロジェクト事業
資⾦分配団体名: 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈こども未来ネットワーク

事業実施概要

新型コロナウイルスの影響で今まで通りの活動⽅法を控えなくてはならない現在、不安を感じる⽅にも当団体の活動を発信していく為に、オンラインの環境を整備
する必要があった。①舞台芸術鑑賞：コンサート会場と施設をオンラインで繋ぎ、会場に参加することが困難な⼦どもたちにアートを届けることができた。(詳しく
は後述）②メディア講座：他県へ⾏くことができなかった時期に、⼩学校対象にZOOMを使って開催することができた。講師の研修会もオンラインを活⽤して、参
加しやすい環境を作り開催することができた。（詳しくは後述）③分⾝ロボットOriHime活⽤事業：今まで病気などで参加することができなかった⼦ども達が参加
できる機会を作った。まだ分⾝ロボットOriHimeの認知度が低いので、イベント会場で多くの⼈たちに体験してもらい、来年度の事業へつなげていくことができ
た。今回の事業により、様々な団体や専⾨知識を持つ⼈材と連携体制をとることができた。④アナログゲーム体験会：やはり実際におもちゃを触ったりアナログ
ゲームで遊ぶことに意義があるので、オンラインで開催するより感染対策をすることに重点を置くことにした。

実施時期: 2020年1⽉〜2021年12⽉
事業対象地域: ⿃取県
事業対象者: こども、⼦育て世代の⼤⼈

課題設定、事業設計に関する振り返り

OriHime活⽤事業が進んでいる⼀⽅、舞台鑑賞、メディア講座、アナログゲーム体験会のライブ配信には様々な課題があった。①舞台鑑賞のライブ配信について
は、これまで⽣の舞台を楽しんできた⽅には、オンライン配信は求められていないように思う。その代わり、会場に参加することが難しい施設の⼦どもたちに、オ
ンラインが求められていることが分かった。配信先の施設によってネット環境や機材が異なる為調整が重要となる。事前の打合せをしっかりしていく。②メディア
講座は、⽬の前に⽣徒がいるのといないのとでは、講師のモチベーションが違ってくる。⼩学校等で直接講座もしつつ、その様⼦をオンライン配信した⽅がいいこ
とが分かった。③アナログゲーム体験会は、コロナ対策をしっかりとればオフライン開催に今まで以上に利⽤者の需要可能性がある。⼦ども達にとって体験は必要
なことであると実感している。オンラインの可能性も視野に⼊れながら、従来通りの活動を続けていく。

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

新型コロナウイルス対策をしっかりして、従
来の活動を安全に継続することと同時に、オ
ンライン配信で多くの⼦ども達に届けること
の両⽴が出来ている。

実施回数＆参加者数



⼦ども・学
⽣

その他

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

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

⿃の劇場 イベントを通じて、分⾝ロボットOriHimeの活⽤に協⼒してもらった。

機資材調達 ほぼ計画通り

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

舞台芸術鑑賞のオンライン配信については、今まで会場で参加することが出来なかった⼦どもたちや、施設にニーズがあることが分かった。今まで参加できている
⼦どもたちは、やはり⽣の舞台を求めているらしく、新型コロナウィルス感染が収束した後に今まで通りの活動をアプローチする。団体によっては、オンラインを
敬遠する傾向があるので、理解をしてもらう活動も必要だと感じた。メディア講座では、学校での開催となると昼間の実施になるが、オンラインの場合は夜間の開
催も可能である。忙しい保護者向けに講座を開催する機会を作ることができると思う。また、分⾝ロボットOriHimeは1対1のコミュニケーションツールだと思って
いたが、カメラやスマホと違うOriHimeの可愛らしさによって、「話しかけたい」という好印象を周囲に与え、思いがけないコミュニケーションを作り出すことが
分かった。例えば電⾞旅ではOriHimeに気づいた乗客が⼿を振ってくれることがあったり、舞台鑑賞では劇団の⼈たちも快く迎えてくれて、会場内での話も弾ん
だ。施設内でも⼦ども同⼠や職員の会話が増えて、⼦どもたちの気持ちに気づく⾯もあった。

課題を取り巻く変化

新型コロナウィルスに関わらず、オンラインを活⽤した事業を必要としている⼦どもたちがいることが分かった。これまで様々な理由で体験できなかった⼦どもに
も、オンラインでなら参加できるということを広く知ってもらい、新規希望者やリピーターに⼼温まる体験を通じて、これからの⽣活の⼼の栄養となることを⽬指
す。今回連携をとることができた施設を中⼼に、さらにライブ配信と分⾝ロボットOriHimeを活⽤していきたい。イベントで分⾝ロボットOriHime体験をアピールし
たので、今後繋がる⼈が増えることを期待する。ライブ配信についても施設や病院に理解をしていただく活動を続け、多くの⼦どもたちが楽しい時間を過ごせるよ
うに働きかける。メディア講座については、時間を取ることが難しい保護者向けにオンライン講座をアプローチして、メディアとの付き合い⽅を知ってもらい、⼦
育てに役⽴ててもらえるよう続けていく。

県内療育センター

県内養護施設

県内おやこ・こども劇場

事業のチラシを発送した結果、2件希望があった。

事業のチラシを発送した結果、1件希望があった。

2カ所と協⼒体制をとることが出来た。

連携先 実施内容・結果

ホームページリニューアル 遅延あり 委託しているが、難航している。

⼦どもと遊び 遅延あり 体験会の開催が中⽌になると共に、オンラインでの活動に難しさを感じた。

職員研修 計画通り 分⾝ロボットOriHimeや動画配信について研修会を開催した。

メディア講座ライブ配信 ほぼ計画通り ⼤⼈数が集まることが難しい場合、オンラインを活⽤して講座を開催した。

舞台ライブ配信 ほぼ計画通り 予定より⼀件増えた。

分⾝ロボットOriHimeを活⽤
ほぼ計画通り

舞台芸術鑑賞は2件減少。コスメショップ⾒学等やりたいことのサポートが新しく2件追加。OriHimeを知ってもらうためにイ
ベントに参加して体験会をした。

活動 進捗 概要

分⾝ロボットOriHimeを活⽤し、病気など
様々な理由により参加できない⼦どもたち
が、アナログゲームや舞台芸術鑑賞に参加で
きている。

実施回数＆参加者数
イベント6回、参加⼈
数14⼈、団体数3団体

イベント6回、参加⼈
数60⼈、団体数4団体

分⾝ロボットOriHimeの活⽤
舞台芸術鑑賞、イオンでコスメショップ⾒学
を実施。⻤太郎列⾞旅も企画しておりテスト
も実施したが、ネット接続がうまくいかず急
遽ZOOMで対応した。1対1のOriHime活⽤だ
けでなく、施設で複数⼈で参加もでき、
OriHimeを介して離れた場所でのコミュニ
ケーションと、施設内でのコミュニケーショ
ンを楽しむことができた。
来年度のニーズを得る為に、分⾝ロボット
OriHimeを知ってもらうようイベントに参加
して、多くの⼈に体験してもらうと共にチラ
シの配布をした。

事業実施以降に⽬標とする状況
何らかの理由で会場に⾜を運ぶことが出来なかった⼦どもに、アートを届ける為に、オンライン配信と分⾝ロボットOriHimeを活⽤していく。また、OriHimeを活⽤
して今までやりたかったけど諦めたことを実現するサポートを継続する。メディア講座をオンラインですることにより、学校や⼦どもだけでなく忙しい保護者へも
広げていき、メディアのより良い使い⽅を伝えていく。アナログゲーム＆⽊のおもちゃについては、実体験を重んじると共に、情報発信を続けていく。

考察等

①舞台芸術鑑賞：病院や養護施設等に⼊所している⼦どもたちに、舞台芸術鑑賞をライブ配信した。いつもの場所で鑑賞できることに、⼦どもたちも職員も安⼼し
て楽しむことができた。今回連携を取ることが出来た施設や、都合が合わなくて実施できなかった施設にも案内をしていく。②メディア講座：⼤⼈数が集まって開
催することが難しい今、オンライン対応は必要なことだと思う。今後ますますメディアに接することが多くなる⼦どもたちに、⼤⼈はどのように対応するといいの
かということを、伝え続けていくことが⼤切である。③アナログゲーム体験会：空気清浄機や消毒、換気を徹底するなどの対策を強化して、今後も引き続き活動し
ていく。また、各家庭でも楽しめるように、⼦どもの成⻑段階に合ったアナログゲームやおもちゃの選び⽅をライブ配信するなど、⼯夫をしていく。④分⾝ロボッ
トOriHime活⽤事業：何らかの理由で今まで会場に⾜を運ぶことが出来なかった⼦どもに、アートを届けることの必要性を感じた。引き続き、OriHimeを通じて何が
できるか、どのような要望があるかを、体験希望する⼦どもや保護者の声に⽿を傾けてサポートしていく。



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

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

計画額
1,608,966
191,034

実績額
1,642,728
220,016

執⾏率

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

103.5%

102.1%
管理的経費 115.2%

事業費
直接事業費

1,800,000 1,862,744合計

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

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年9⽉13⽇（⽉）「コロナ困窮に休眠預⾦」読売新聞⼤阪⼣刊

2021年９⽉「いつもの場所でワクワク体験しませんか」チラシ、分⾝ロボットOriHimeの体験希望者募集⽤
2021年9⽉「BUM!BUM!スマイル！」チラシ、コンサート案内
2021年12⽉「分⾝ロボットOriHime体験しませんか」チラシ、OriHimeを知ってもらうため

上記チラシに記載。機材(タブレット、空気清浄機他）にシールを貼る。

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。

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。

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

はい

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

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

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。

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。

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。

完了

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

資⾦分配団体なし

状況 内容

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

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



Ⅻ. その他

⾃由記述

この事業を通じて、これまで関わることがなかった⼦どもたちに出会うことができた。⼦どもたちと家族の笑顔の為に、オンラインを活⽤する事業を今後も続けていく。今回の事業では、分⾝ロボット
OriHimeを活⽤して舞台芸術鑑賞、コスメショップ⾒学、⻤太郎列⾞旅など、やりたいことのサポートをした。⼦どもたちのやりたかったけど諦めていたことを実現する⼿ごたえを感じた。分⾝ロボット
OriHimeのことを知らない⼈も多いので、更に広報して⼦どもたちの希望をサポートしていこうと思う。また、私たちには思いつかない要望があると思うので、希望者の声に柔軟に対応できるようにする。
そして、分⾝ロボットOriHimeの外⾒の可愛らしさが、周りにいる⼈たちからの声掛けを促進しているように感じた。イベントの体験会では、⼦どもたちに⼤⼈気だった。すぐに友達になれているように思
う。また、OriHimeを連れて歩いていると多くの⼈が声をかけてくるし、こちらから話しかけても好印象だった。OriHimeがいることで、OriHimeの周りの⼈たちのコミュニケーションをより楽しいものに
しているようだ。当団体の活動を続ける中で、オンラインを活⽤するともっとできることがあるのではないかと期待する。⽣の舞台鑑賞の良さももちろんあるが、オンライン配信でなら楽しめる⼦どもたち
に向けてこの活動を続けていく意義があると思う。反対に、アナログゲーム＆⽊のおもちゃ体験会については、コロナ禍で回数は減少しているものの参加者は多く、⼦どもの遊びには、実際に体や頭を動か
す体験が不可⽋だと、改めて実感した。緊急事態宣⾔にならない限り、⼦どもたちに遊ぶ機会を届けることを⽌めてはいけないと思う。メディア講座については、忙しい保護者向けに⾃宅でオンラインで聞
くことができる講座をアピールして、⼦どもとメディアの付き合い⽅を学び、今後の⼦育てのヒントにしてもらいたい。来年度も引き続きオンラインと従来の活動を併⽤して、より多くの⼦どもたちに⼼の
栄養を届ける。そして、新型コロナウイルスが終息した時には、再び⽣の舞台や講座、⼀緒にアナログゲームを体験するという、⼈との繋がりを⼤切にした活動を再開することと、オンラインの良さを活か
した活動も続けていく。


