
⽇付： 2022年3⽉23⽇

Ⅰ．事業概要（総括）

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．資⾦分配団体としてのアウトプット（※⾮資⾦的⽀援部分を中⼼にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

中国5県就業困難障碍者

②外国⼈就労・居場所⽀援には5団体が取り組んだ。
また、実⾏団体の報告（記述、ヒアリング、アンケート等）
を5段階スコア化した。

実⾏団体が⽴てた「-1.」に該当する指標は11項⽬あり、5段
階評価で平均4.27となった。
5：125%以上達成 →5項⽬
4：100%以上達成 →5項⽬
3：75%以上達成 →0項⽬
2：50%以上達成 →1項⽬
1：達成度50%未満 →0項⽬

実⾏団体が⽴てた「-2.」に該当する指標は11項⽬あり、5段
階評価で平均4.45となった。また、4：100%以上との回答
（好評化）は81.8%となった。
5：125%以上達成 →7項⽬
4：100%以上達成 →2項⽬
3：75%以上達成 →2項⽬
2：50%以上達成 →0項⽬
1：達成度50%未満 →0項⽬

「-1.」について
コロナ禍以前より外国⼈⽀援に取り組む実⾏団体がそろっていたこともあり、ほと
んどの指標で4：100％以上との結果となった。特に相談窓⼝に関する取組では想定
以上の相談があり、中には「企業の雇⽌めで済む場所が明⽇から無い」など緊急性
の⾼い事案もあった。1つの相談に対して多くのリソースを裂かれることから、実⾏
団体から1団体での対応に限界があるとの声もあった。

「-2.」について
従来から制度や⾔葉の問題で就労の⾃由が低いことが問題として上げられていた
が、コロナ禍においてより⼀層その問題が浮き彫りになったと考える。⽇本語教室
やPC教室などにコロナ対策を施したことで、対⾯はほとんど叶わなかったが少なか
らず外国⼈のニーズにこたえることが出来たものと評価している。

以上のことから、本事業が⼗分な役割を果たすことができたと評価している。

②外国⼈就労・居場所
⽀援
-1.把握できた地域の
外国⼈の⼈数がコロナ
禍以前と同等以上の⽔
準
-2.アンケート等での
好評価が8割以上

②外国⼈就労・居場所
⽀援
-1.把握できた地域の
外国⼈等の⼈数
-2.新しい⽣活様式に
沿った事業が利⽤者の
ニーズに沿って再開ま
たは新たに開始されて
いるかどうか

②外国⼈就労・居場所⽀援
-1.社会から孤⽴した状態にある、またはその危
機にある地域の外国⼈等について、その所在や
状況が実⾏団体関係者間において共有されてい
る。
-2.外国⼈⽀援を実施する実⾏団体（サロンや⽇
本語教室、職業訓練校等）が新しい⽣活様式に
沿った事業を再開または新たに開始している。

中国5県就業困難
外国⼈・外
国にルーツ
を持つ⼈

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

①障がい者等就労・居場所支援（鳥取、島根、岡山）、②外国人就労・居場所支援（岡山、広島、山口）、③高齢者生活・居場所支援（鳥取、岡山）、④子ども・若者・家庭支援（鳥取、島根、山口）、⑤地域コミュニティ支援（鳥取、山口）の5つ

のテーマに対して緊急支援を実施します。

5県共通の組織診断による伴走支援を通じて、各実行団体のアウトカム達成を阻害するボトルネックを明らかにし、実行団体の取り組みの支援『活動支援』と、実行団体の組織基盤強化『団体支援』を実施し、コロナ禍によって困難な状況にある人を

支援すると同時に、アフターコロナにも対応できる民間公益活動の担い手の誕生を目指します。

課題設定、事業設計に関する振り返り

■課題設計について
本事業においては、コロナ禍において影響を受けている以下のテーマ・分野を対象とした。
①就労施設等/就労施設で働く障がい者等（⿃取、島根、岡⼭）
②国際協⼒、交流NPO・NGO等/外国⼈労働者等（岡⼭、広島、⼭⼝）
③⾼齢者福祉NPO等/孤⽴や健康不安を抱える⾼齢者等（⿃取、岡⼭）
④⼦ども・若者・家庭⽀援NPO等/⼦ひとり親家庭、貧困家庭、DV・児童虐待被害者、⽣き⾟さを抱えた若者等（⿃取、島根、⼭⼝）
⑤地縁系NPO等/コミュニティの住⺠等（⿃取、⼭⼝）
実⾏団体による活動からも対象の深刻な状況が報告されており、本設定は検討時点では妥当であったと考える。

■事業設計について
実⾏団体の活動によって困難な状況の⽅を⽀援することと、アフターコロナにおいても継続して活動ができるよう実⾏団体の組織基盤を強化するという2つを資⾦分配団体としてアウトカムに置いた事業設計とした。
実⾏団体の取り組みによって⽀えることのできた⽅は多く、事業設計についても適切であったと考えるが、コロナ禍は計時時の想定より⻑引いており、困難な状況の⽅がより増加していると考える。その点を⾒ても活動を持続できるよう実⾏団体の
組織基盤強化に視点を置いた事業設計も適切であったと考える。
⼀⽅でコロナ禍による社会問題は拡⼤しており、引き続きの⽀援は必須と考える。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

①就労施設等/就労施設で働く障がい者等（鳥

取、島根、岡山）

②国際協力、交流NPO・NGO等/外国人労働者等

（岡山、広島、山口）

③高齢者福祉NPO等/孤立や健康不安を抱える

高齢者等（鳥取、岡山）

④子ども・若者・家庭支援NPO等/子ひとり親

家庭、貧困家庭、DV・児童虐待被害者、生き

辛さを抱えた若者等（鳥取、島根、山口）

⑤地縁系NPO等/コミュニティの住民等（鳥

取、山口）

受益者の⼈数

①966名程度

②228名程度

③38名程度

④1879名程度

⑤6名程度

対象地域

実施時期: 2020年8⽉〜2022年2⽉

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: 中国5県新型コロナ対応緊急⽀援助成
資⾦分配団体名: 特定⾮営利活動法⼈ひろしまNPOセンター
実⾏団体数: 17団体（⿃取：5、島根：2、岡⼭：4、広島：3、⼭⼝：3）

事業において主たる⽀援対象となった者（受益者） 中国地方

①障がい者等就労・居場所⽀援には8団体が取り組んだ。
また、実⾏団体の報告（記述、ヒアリング、アンケート等）
を5段階スコア化した。

実⾏団体が⽴てた「-1.」に該当する指標は14項⽬あり、5段
階評価で平均2.21となった。
5：125%以上達成 →0項⽬
4：100%以上達成 →2項⽬
3：75%以上達成 →4項⽬
2：50%以上達成 →3項⽬
1：達成度50%未満 →5項⽬

実⾏団体が⽴てた「-2.」に該当する指標は25項⽬あり、5段
階評価で平均3.91となった。また4：100%以上との回答（好
評化）は86.4%となった。
5：125%以上達成 →3項⽬
4：100%以上達成 →17項⽬
3：75%以上達成 →3項⽬
2：50%以上達成 →0項⽬
1：達成度50%未満 →2項⽬

「-1.」について
事業完了時におけるコロナ禍の状況を「計画時と⽐較して落ち着いている」ものと
想定していた。実際の状況は「計画時と⽐較して深刻化している」と判断してい
る。そのため、⼤半の活動においてコロナ禍以前と同等以上の⽔準を達成すること
ができなかった。その中でも4：100％以上達成となったのは、動画配信と整理清掃
（アルコール消毒等含む）の2活動であり、コロナ禍でニーズや⼿法が拡がった活動
であった。⼀⽅でスコアが低かった活動は従来の活動の継続や対⾯を重視した活動
だった。

「-2.」について
新しい⽣活様式に沿った居場所や仕事の整備については、全22指標のうち19項⽬が
が4：100％以上との回答であり、⽬標を上回ることができたと判断している。

以上のことから、コロナ禍以前の⽔準以上を求めるには時期尚早であったが、新し
い⽣活様式に沿った仕組みづくりについては本事業が⼗分な役割を果たすことがで
きたと評価している。

①障がい者等就労・居
場所⽀援
-1.受注量や利⽤者⼈
数がコロナ禍以前と同
等以上の⽔準
-2.アンケート等での
好評価が8割以上

①障がい者等就労・居
場所⽀援
-1.就労施設の受注
量、利⽤者⼈数 等
-2.新しい⽣活様式に
沿った居場所や仕事が
利⽤者等のニーズに
沿って整備されている
かどうか

①障がい者等就労・居場所⽀援
-1就労施設等による従来からの仕事の再開、新
たな仕事の獲得、新たなビジネスモデルの開発
などを通じて、受注量がコロナ禍以前の⽔準以
上まで回復している。
-2.就労施設等による新しい⽣活様式に沿った居
場所や仕事が整備されている。



⾼齢者
居場所の不
⾜

中国5県

その他 その他 中国5県

その他 その他 中国5県

２．実⾏団体のアウトプット合計 ※別の様式で取りまとめている場合はそちらでの代替が可能です。シートを追加し、貼り付けください。

①受益者 ②課題 ③対象地域

③⾼齢者⽣活・居場所⽀援には3団体が取り組んだ。
また、実⾏団体の報告（記述、ヒアリング、アンケート等）
を5段階スコア化した。

実⾏団体が⽴てた「-1.」に該当する指標は6項⽬あり、5段階
評価で平均3.33となった。
5：125%以上達成 →2項⽬
4：100%以上達成 →1項⽬
3：75%以上達成 →1項⽬
2：50%以上達成 →1項⽬
1：達成度50%未満 →1項⽬

実⾏団体が⽴てた「-2.」に該当する指標は3項⽬あり、5段階
評価で平均4.00となった。また、4：100%以上との回答（好
評化）は66.7%となった。
5：125%以上達成 →1項⽬
4：100%以上達成 →1項⽬
3：75%以上達成 →1項⽬
2：50%以上達成 →0項⽬
1：達成度50%未満 →0項⽬

実⾏団体が⽴てた「-3.」に該当する指標は5項⽬あり、5段階
評価で平均2.80となった。また、4：100%以上との回答（好
評化）は40.0%となった。
5：125%以上達成 →0項⽬
4：100%以上達成 →2項⽬
3：75%以上達成 →1項⽬
2：50%以上達成 →1項⽬
1：達成度50%未満 →1項⽬

実⾏団体が⽴てた「-4.」に該当する指標はなかった。

実⾏団体が⽴てた「-5.」に該当する指標はなかった。

「-1.」について
上映会やウェブサイトによる発信は⽬標値よりも⾼い結果となったが、オンライン
説明会や直接の対話での発信は⽬標値よりも低い結果となった。

「-2.」について
コロナ対応をした取り組みが実施され、⼀定の成果を出すことが出来ている。

「-3.」について
対⾯での取り組みを想定していた指標については、⼗分な実施がかなわず⽬標値よ
りも低い結果となった。数値は低い結果となったが、対⾯を求めるニーズの把握
や、協⼒体制の強化など副次的な成果を得ることが出来ている。

⼦どもの⽀援については、対⾯をどのように実施するか創意⼯夫された計画が多数
あった。残念ながらコロナ禍が予想以上に伸びたこともあって、実⾏団体それぞれ
思った活動が⼗分にはできない結果となった。オンライン化など新しいチャレンジ
については、成果はこれからだが、団体の新たな強みとして組織基盤強化に寄与す
ることができたと評価している。

④⼦ども・若者・家庭
⽀援
-1.困難な状況にある
⼈に⽀援情報等が届い
ている
-2.アンケート等での
好評価が8割以上
-3.アンケート等での
好評価が8割以上
-4.アンケート等での
好評価が8割以上
-5.困難な状況にある
⼈に⽀援情報等が届い
ている

④⼦ども・若者・家庭
⽀援
-1.実⾏団体による相
談対応や情報発信・閲
覧された件数
-2.新しい⽣活様式に
沿った取り組みが利⽤
者のニーズに沿って再
開または新たに開始さ
れているかどうか
-3.新しい⽣活様式に
沿った事業が利⽤者の
ニーズに沿って再開ま
たは新たに開始されて
いるかどうか
-4.新しい⽣活様式に
沿った取り組みが利⽤
者のニーズに沿って再
開または新たに開始さ
れているかどうか
-5.実⾏団体による相
談対応や情報発信・閲
覧された件数

④⼦ども・若者・家庭⽀援
-1.困難な状況にある⼦どもや家庭等に対する就
労・⽣活⽀援の相談対応窓⼝や⽀援に関連する
情報サイトが構築されている。
-2.困難な状況にある⼦どもや家庭等の居場所
（サロン、⼦ども⾷堂等）が新しい⽣活様式に
沿った形で再開または新たに開始されている。
-3.学びの環境が不安定な⼦どもを対象とした継
続的な学びや体験活動の機会が新しい⽣活様式
に沿った形で再開または新たに開始されてい
る。
-4.コロナの影響で⼤学への進学が困難になった
学⽣や、⽣き⾟さを抱えた若者（引きこもり
等）の居場所が新しい⽣活様式に沿った形で再
開または新たに開始されている。
-5.コロナの影響出で⼤学への進学が困難になっ
た学⽣に対する相談対応窓⼝や⽀援に関連する
情報サイト等が構築されている。

中国5県
学習機会の
不⾜/格差

⼦ども・学
⽣

中国5県
居場所の不
⾜

⾼齢者

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

コロナ禍において困難な状況にある⼈を⽀援す
るとともに、第2波、第3波のコロナ禍を乗り越
え、アフターコロナにも対応できる⺠間公益活
動の担い⼿の誕⽣を⽬指す。

①困難な状況にある⼈
への活動⽀援（提案事
業）を計画通りに実施
できたか。

①活動⽀援（提案事
業）の評価指標の達成
率。それらがすべて達
成できている。

各実⾏団体の達成度を5段階評価した結果は以下の通りだっ
た。
A（125％以上）：5団体
B（100％以上）：7団体
C（75％以上）：5団体
D（50％以上）：0団体
E（50％未満）：0団体

コロナ禍のもと、短期間での⽀援にもかかわらず、全実⾏団体の70％以上にあたる
12団体が、当初計画以上の⽀援を達成できた。また、残りの団体も当初計画75％以
上は達成している。このため、全体としてプロジェクトは順調に実施できたと評価
できる。

コロナ禍において困難な状況にある⼈を⽀援す
るとともに、第2波、第3波のコロナ禍を乗り越
え、アフターコロナにも対応できる⺠間公益活
動の担い⼿の誕⽣を⽬指す。

②本事業終了時以降の
活動についての⾒通し
を持つことができた
か。

②すべての実⾏団体が
本事業終了後も継続し
て活動を続けている。

各実⾏団体の活動⾒通しを5段階評価した結果は以下の通り
だった。
A（拡⼤）：7
B（維持）：4
C（縮⼩）：4
D（不明）：2
E（停⽌）：0

コロナ禍が継続する中、全体の64.7％にあたる11団体が、⽀援終了後も事業を維
持・拡⼤する⾒通しを確保出来た。縮⼩して事業を継続する⾒通しの団体をあわせ
ると全体の88.2％が事業を何らかの形で継続することになる。この点は評価できる
だろう。
なお、⾒通しが不明となっているのは、⿃取の「トラベルフレンズ」と「ナーシン
グコア」で、両団体共に事業設計に問題があり、現実のニーズとの乖離があったた
め、事業そのものを⾒直すことになった。今後、必要に応じてフォローアップして
いくことにしたい。

⑤地域コミュニティ⽀援
-1.コロナ禍によって中断あるいは廃⽌された地
域コミュニティの場が、新しい⽣活様式に沿っ
た形で再開または新たに開始されている。
-2.新しい⽣活様式に沿って開始された地域コ
ミュニティがインターネット等を活⽤できる設
備や仕組みを構築し、その取り組みを発信でき
ている。

⑤地域コミュニティ⽀
援
-1.新しい⽣活様式に
沿った取り組みが利⽤
者のニーズに沿って再
開または新たに開始さ
れているかどうか
-2.整備された拠点や
仕組みの数や情報発信
等の件数

⑤地域コミュニティ⽀
援
-1.アンケート等での
好評化が8割以上
-2.拠点・仕組みが整
備され、情報発信がで
きている

⑤地域コミュニティ⽀援に分類される実⾏団体は採択されて
いなかった。

⑤地域コミュニティ⽀援に分類される実⾏団体は採択されていなかった。

③⾼齢者⽣活・居場所⽀援には1団体が取り組んだ。
また、実⾏団体の報告（記述、ヒアリング、アンケート等）
を5段階スコア化した。

実⾏団体が⽴てた「-1.」に該当する指標は1項⽬あり、5段階
評価で平均4.00となった。また、4：100%以上との回答（好
評化）は100%となった。
5：125%以上達成 →0項⽬
4：100%以上達成 →1項⽬
3：75%以上達成 →0項⽬
2：50%以上達成 →0項⽬
1：達成度50%未満 →0項⽬

実⾏団体が⽴てた「-2.」に該当する指標は4項⽬あり、5段階
評価で平均2.50となった。また、4：100%以上との回答（好
評化）は50.0%となった。
5：125%以上達成 →0項⽬
4：100%以上達成 →2項⽬
3：75%以上達成 →0項⽬
2：50%以上達成 →0項⽬
1：達成度50%未満 →2項⽬

「-1.」について
事業完了時におけるコロナ禍の状況を「計画時と⽐較して落ち着いている」ものと
想定していた。実際の状況は「計画時と⽐較して深刻化している」と判断してい
る。そのため、コロナ禍以前と同等以上の⽔準を達成することは困難だった。⼀⽅
でオンラインを活⽤することでコロナ禍においても⾼齢者を介護する家族を対象と
したイベントを実施することで居場所の提供は⼀定程度実施できたと評価してい
る。

「-2.」について
外出困難な⾼齢者に対する買い物代⾏サービスを実施する事業であったが、想定し
ていた重点エリアでの展開が⼗分に出来なかった。価格設定に受益者ニーズと乖離
があったことなど、⾒通しの⽢さもあったが、コロナ禍において対⾯での営業活動
を実施できないなどの外的要因もあった。

緊急⽀援事業という性質から、地域のニーズ（困りごと）解決を優先した助成設計
となっていたため、実⾏団体の取り組みの必要性に重きを置いた。協⼒体制などは
前進したが、⾼齢者への直接的な⽀援については本事業期間では計画に届かなかっ
たと評価している。

③⾼齢者⽣活・居場所
⽀援
-1.アンケート等での
好評価が8割以上
-2.アンケート等での
好評価が8割以上

③⾼齢者⽣活・居場所
⽀援
-1.新しい⽣活様式に
そったサロン等の居場
所が利⽤者のニーズに
沿って再開または新た
に開始されているかど
うか
-2.新しい⽣活様式に
そった⾼齢者の⽣活⽀
援に関する取り組みが
利⽤者のニーズに沿っ
て再開または新たに開
始されているかどうか

③⾼齢者⽣活・居場所⽀援
-1.⾼齢者が安⼼して集うことができるサロン等
の居場所が新しい⽣活様式に沿った形で再開ま
たは新たに開始されている。
-2.コロナ禍によって中⽌または廃⽌された⾼齢
者の⽣活⽀援に関する取り組み（買い物⽀援、
⾒守り⽀援、健康⽀援等）の事業が再開または
新たに開始されている。
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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．資⾦分配団体としての⽀援の取り組みに対する総括

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

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

無

有広報制作物等
公募時チラシ
シンポジウムチラシ
報告会チラシ

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）

合計 \38,325,078 \23,474,922 \61,800,000 \0 0%
プログラムオフィサー関連経費 \662,014 \2,337,986 \3,000,000 0%

0%
管理的経費 \4,019,614 \4,780,386 \8,800,000 0%

事業費
直接事業費 \33,643,450 \16,356,550 \50,000,000

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

ネットワーク形成・CI促進（広島）
外国⼈受⼊環境整備についての戦略策定 ⼀般財団法⼈ダイバーシティ研究所代表の⽥村⽒をアドバイザーに迎え、⽇本における外国⼈受⼊の現状や国の動向についてを学んだ他、今後、産官⺠連携を深めていくた

めの戦略を検討した。

ネットワーク形成・CI促進（広島）
産官⺠連携に向けた協議 広島県福⼭市市⺠局と本事業についての意⾒交換を⾏い、福⼭市における外国⼈受⼊環境整備について今後も連携していくことを確認した。

課題を取り巻く変化

本事業を⾏なっている中で⽣じた
実⾏団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点
（1,2団体の事例を具体的かつ⾃由にご記載ください）

活動 実績内容 結果・成果・影響等

関連NPOとのつなぎ、情報提供・⼈脈構築⽀援等 ネットワーク形成・CI促進⽀援 想定通りの成果

コンソシアム各団体の特徴を活かし、以下の⽀援を⾏った。
【広島】グローバルキャリア研究所は株式会社で⾮営利組織とのネットワークを持たなかったため、NPOや専⾨家につないだ。
【⿃取】1団体に対し、カーシェアリング取組⾃治体等の全県リストの提⽰や交渉⽀援の提⽰などを実施した。しかし、実⾏団体の活動イメージと合致する⽀
援ではなかったかもしれない。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

【広島】産官⺠連携体制の構築
外国⼈就労・居場所⽀援にあたっては、外国⼈を雇⽤する企業や受け⼊れる⾏政などの関与も必要である。こうした産官⺠連携体制の構築を⽬的に、ダイバーシティ研究所の⽥村⽒の⽀援を受け、実⾏団体と協⼒して8⽉に企業
向けの外国⼈受⼊環境整備シンポジウムを実施した。本シンポジウムには、全国から104アカウントの申込があった。
同じく本事業において外国⼈就労・居場所⽀援をテーマに活動した実⾏団体５団体による合同報告会を企画したところ、福⼭市から賛同の意向をいただき、報告会に登壇いただくことができた。報告会には全国から７６アカウン
トの参加があった。
【⼭⼝】⼭⼝せわやきネットワークの形成
⽀援窓⼝を設置しても潜在的な困窮者が訪れにくいという問題が⾒えてきたため、より⽣活県内に近い⽀援拠点づくりを進めるという観点から、フードパントリーを地域に巡回する事業を実施した。その際、これまでの活動の蓄
積や休眠預⾦助成の活⽤というインパクトもあってか、⻑らく説得してきた地元⾏政の担当課からの協⼒を得ることができ、地域に点在する公⺠館を使って事業を展開できるようになった。さらに、各地域の児童福祉委員とのつ
ながりもでき、より細かいネットワーク・チャンネルを介して⾷⽀援や⽣活⽀援のアプローチができる体制を構築できた。

広報⽀援、ICT活⽤⽀援、活動分析⽀援、計画⽴案
⽀援等

事業運営⽀援 想定通りの成果

コンソシアム各団体の特徴を活かし、以下の⽀援を⾏った。
【岡⼭】
外国⼈向けシェアハウスの取り組みを、コロナ禍での⽣活相談窓⼝を開設している社会福祉協議会やNPOに周知した。この結果、他団体や⾏政機関を介した
相談につながった。
【⿃取】
実⾏団体の活動内容の⽅向性や相互連動性などについて助⾔し、さらに計画⽴案についても助⾔・⽀援を⾏った。なお、1団体についてはICT活⽤⽀援を⾏っ
たが、対処療法的なものにとどまり、あまり効果は得られなかった。

組織診断実施、⼈材育成、就業規定整備、会計処理
⽀援、統計分析⽀援等

組織基盤構築⽀援 想定通りの成果

コンソシアム各団体の特徴を活かし、以下の⽀援を⾏った。
【岡⼭】
各団体に対し組織診断を実施し、団体の強み・弱みを把握していただいた。また事業を通じ、⽇ごろの団体の会計、NPO法⼈としての報告事務、組織運営の相談などにも応
じた。
【広島】本事業を通じて雇⽤した事業担当者（事務局員）に対し、毎⽉の定例MTGに加え、別途MTGを設けて、事業探傷⾞に対して会計や運営についてのアドバイスを
⾏った。また、労働や雇⽤についてのリスクを伝え、理事会等で議論して適切な雇⽤・就業環境を整備するようアドバイスした。
【⿃取】
・3団体を対象に、イベントの参加⼈数・参加者属性や動員動向等の分析と、そこから⾒出せる可能性の検証等について伴⾛⽀援した。実⾏団体も概ね好意的な意⾒が多
かった。
・2団体を対象に、休眠預⾦資⾦の運営に関する会計上の処理⽅策等の⽀援を実施した。必要に応じて本体会計の処理⽅法についても助⾔した。
【⼭⼝】
休眠預⾦事業で実施した組織基盤強化のための取組とは別に、組織診断シートを⽤いて⾃らの組織の強さ・弱さや強化改善点などの洗い出しを共に⾏った。
今後の具体的な改善分野・運営スキルの把握には役⽴ったようで、改善を図るための相談に応じて、ガバナンス・コンプライアンスの強化としてJCNE「ベーシックガバナ
ンスチェック」の紹介などを⾏った。

休眠預⾦以外の財源調達に関する情報提供 資⾦調達⽀援 あまり効果的でなかった

コンソシアムの各団体の特徴を活かし、以下の⽀援を⾏った。
【⼭⼝】
休眠預⾦助成後を⾒据えて、公益活動を対象とする他の助成⾦プログラムに関する情報を提供。また、資⾦分配団体が別に企画した財源調達に関する研修を案
内した。
しかし、特に紹介した助成⾦への応募や研修への参加には⾄らなかった。

考察等

【アウトカム⽬標①】解決への道筋を五段階で評価した。結果は以下の通りである。
A（80％以上）：3団体、B（60〜80％）：11団体、C（40〜60％）：1団体、D（20〜40％）：1団体、E（20％未満）：1団体。
このように、困難な状況にある⼈のうち60％以上の⼈がコロナ禍以前から抱える問題の解決に道筋が⾒えているようになった実⾏団体が、全体の82.3%に達している。このため、当初⽬標については⼀定の成果が出たと評価でき
る。なお、D評価とE評価は、上記アウトプット⽬標②でも取り上げた⿃取の「トラベルフレンズ」と「ナーシングコア」である。
【アウトカム⽬標②】上記アウトプット⽬標②とほぼ重なる内容のため、詳細はアウトプット⽬標②の分析・考察を参照。

資⾦分配団体の取り組み詳細（実⾏団体に対する⾮資⾦的⽀援）
取り組み 取り組み分類 到達度 概要および考察

事業実施以降に⽬標とする状況
①【困難な状況にある⼈】コロナ禍以前と同じ⽔準まで状況が改善していることを前提に、コロナ禍以前から抱える問題の解決に道筋が⾒えている。
②【実⾏団体】第2波、第3波のコロナ禍を乗り越え、アフターコロナの社会に対応した新たなビジョンや活動モデルを確⽴し、⾃⽴可能な⺠間公益活動の担い⼿となって社会問題の解決に向けた取り組みを実施している。
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有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(独⾃で通報制度整備)

7.事業完了した実⾏団体へ監査を⾏いましたか。 実施済(概要を右に記載) 客観性を保つために外部に委託を⾏い、その結果を報告書として取りまとめた。

8.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

⾃由記述

実⾏団体の活動終了後に実施する監査について、第三者の視点で⾏うこと、その報告を広く社会に還元することを⽬的に報告書『2021年度中国5県休眠預⾦等活⽤事業「緊急コロナ枠」報告書』を作成した。第三者によるヒアリングおよびレポートを通じて、担当POでは⾒落として
いる団体の強みなどにも気づくことができ、実⾏団体もヒアリングを通じて⾃⾝の取り組みが⾔語化されたことで広報や営業に活⽤するなど、次につながる成果物となった。

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(内容を右に記載)

PO定例MTGにおいてガバナンス・コンプライアンスに関する事例を共有、その共有や改善を⽇常的に実施した。

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）

外部監査
内部監査

実施予定はない
(右に理由を記載)

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

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

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

4.変更があった規程類に関してJANPIA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.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

報告書等
【コンソシアム全体】
中国５県休眠預⾦等活⽤コンソーシアムにおいて実施したコロナ緊急助成２事業を１冊の報告書にまとめた。５資⾦分配団体の事業振り返りおよび今後に向けて、２６実⾏団体の事業概要、事業成果、今後の展望を外部⼈材によるインタ
ビューで把握し、取りまとめた内容。

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 内容


