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17団体（⿃取：5、島根：2、岡⼭：4、広島：3、⼭⼝3）

Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 
資⾦⽀援

⼤地 計画修正

計画を修正して7⽉1⽇をもって事業完了
【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況： 達成
対象：⼯賃⽀給を受ける実⾏団体利⽤者
コロナ禍によって当初⽀給額減少が想定された利⽤者⼯賃であるが、本年度は利⽤者数が増
加したにもかかわらず、本事業による増収分をもって⽀給額平均が前年度軸⽐較で14％増
（15,421円）となった。
【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況： 達成
本事業の延⻑上に、障がい者が農業の現場において、健常者と同等の能⼒発揮や⾼規格の作
物を⽣産可能であることを実証することで、障がい者の誇りの醸成や健常者の障がい者に対
する理解の促進、同地域における耕作放棄地の再活⽤を図ることを同時に企図していたが、
この点においても、JA等の外部農業関連団体とも緊密に連携しながら各種アウトプットを達
成している。

実⾏団体名 進捗状況 概要

事業概要

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
⽬指します。

総括

計画策定時には、コロナの状況が収束に向かっていると想定していたが、残念ながら収束の⾒通しが⽴てない状況にある。そのような状況の中、⼤
半の実⾏団体は計画通りに事業を実施しており、⽬標に達成できる⾒込みが⼤きい。⼀部団体においては計画を変更し、コロナの状況に合わせて新
たな指標を⽴てたり、オンライン対応を⾏ったりと、柔軟に対応を⾏えた。

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態 ） 進捗状況

実⾏団体による提案事業は、おおむね計画通りに実施できてい
ると考える。コロナの影響を受けて⼀部団体においては計画修
正が⼊ったが、新たな指標を設定するなど柔軟な対応ができ
た。
いずれの実⾏団体も本事業終了時以降も活動を継続できる⾒込
み。

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。
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。

実施時期: 2020年8⽉〜2021年12⽉
事業対象地域:

事業対象者:

進捗報告書 （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: 特定⾮営利活動法⼈ひろしまNPOセンター
実⾏団体数:

中国地⽅（⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県）

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）



トラベルフレンズ・とっと
り

ほぼ計画通り

【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況： ほぼ計画通り
対象：コロナ禍によって旅⾏に制限を受ける障がい者・⾼齢者等
モデルツアー実施時期について若⼲の遅延はあったもののほぼ計画通り進⾏している。

【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況： ほぼ計画通り
本事業の延⻑上に、モデルツアーの実施とその広報効果によって、障がい者旅⾏の障壁と
なっている課題、障がい者の「⾃分に旅⾏は無理だ」という諦めや、旅⾏関係事業者の障が
い者対応や受け⼊れについての否定的な基本姿勢について、実現可能なモデルケースを提⽰
することで解消することを同時に企図しており、ほぼ計画通りに進⾏している。

あったかいいねっと ほぼ計画通り

コロナの影響を受け、当初想定していた地元の浜⽥市では活動が⼗分に出来ていないが、市
外からの問い合わせが増えている。本事業に対する潜在的だったニーズを顕在化することが
出来ていると評価している。
⽀援ハウスの⽚づけ・整備などについては予定通り進んでおり、ハウス利⽤者の就労⽀援も
ほぼ計画通りに進⾏している。

N.K.Cナーシングコアコー
ポレーション

計画修正

【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況： 計画修正
対象：コロナ禍によって買い物⽀援に制限を受ける介護保険適⽤外の⾼齢者
コロナ禍によってヘルパーの訪問や県外居住の親族からの⽀援を受けにくくなっている⾼齢
者について、持続可能な買い物⽀援事業を提供することを企図していたが、主に価格設定で
暗礁に乗り上げている。利⽤者が希望する1回300円程度の低廉な価格ではボランティアベー
スでなければ実現不可能なことが解消できていない状態。
【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況： 計画修正
本事業の延⻑上に、コミュニティーセンターや町内会など、住⺠組織の中に実⾏団体の買い
物⽀援事業を組み込むことで、地域完結型の外部環境の変動に強い介護の仕組みを構築する
ことを同時に⽬指すものであったが、この点についても価格⾯の折り合いから⾏き詰まりが
発⽣している。
【特記事項】
事業計画の⾒直しが進⾏しており、これまであった買い物⽀援依頼者の属性考察やケアマネ
からのヒアリング等から、買い物⽀援単独ではなく、その他のニーズの解消も併せて実現す
ることで、現⾏の価格設定を維持しながら良質な介護問題解決策を提⽰する⽅策を模索して
いる。

こども未来ネットワーク ほぼ計画通り

【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況： ほぼ計画通り
対象：コロナ禍によって⽣の⽂化に触れる機会を制限されている⼦育て世代
実⾏団体の各種活動をオンラインでライブ配信対応していくことについて、⼀部活動につい
ては配信との相性が必ずしも⾼くないことが判明したから、課題解消の⽅策を検討してい
る。
その他についてはほぼ計画通り。
【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況： 計画どおり
本事業の延⻑上に、従来活動では不⾜していた、重病や障害等によって直接会場に訪問する
ことが困難な⼦供たちへの臨場感のある機会提供の可能性を探ることを同時に企図してお
り、計画通り進⾏している。

智頭の森こそだち舎 遅延あり

【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況： 遅延・計画修正
対象：コロナ禍によって⼦育ての選択肢についての情報収集に制限を受ける⼦育て世代
計画⽴案・評価上の難点があり、評価計画上（OP設定）の修正が進⾏中。実施する活動その
ものに⼤きな変更はなく、遅延はあるものの進⾏している。

【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況： 遅延・計画修正
本事業の延⻑上に、⿃取県への移住促進やオルタナティブ教育の普及についても同時に企図
するものであるが、本取組はOP①の結果によって同時達成されるものであることから、上記
①の進⾏と同様の状況。



安芸⾼⽥市国際交流協会 ほぼ計画通り
外国⼈を対象とした⽇本語教室、PC教室等については想定よりも参加者が少ない結果になっ
ている。ニーズはあるが参加の⽇時などを⼯夫してより多くの⽅が参加できる実施体制が課
題。⼀⽅で受⼊側企業との連携などは予定通り進捗している。

⻘年海外協⼒隊⼭⼝県OB
会

ほぼ計画通り

外国⼈対象の⽇本語教室を週1回程度開催し、毎回１０名以上が参加。今後はさらに細かな
対応をすべく部分的に個別指導へ発展する予定。⼀⽅、外国⼈家族への⽣活⽀援として相談
対応をしているが、当初の予想よりも件数が少なく、今後はその要因分析やそれを踏まえた
⽀援体制の持ち⽅を模作する。

グローバルキャリア研究所 ほぼ計画通り
緊急事態宣⾔に伴い、対⾯実施予定だった研修や交流会がオンライン対応となったが、ほぼ
計画通りに実施済み。起業を志す外国⼈留学⽣等にとって⼈とのつながりの場となってい
る。

グローカル⼈財ネットワー
ク

計画通り

計画通りに事業完了⾒込。主に福⼭市周辺のベトナム⼈からの相談対応を実施。就職や転職
につなげることができた案件だけではなく、外国⼈労働者の困りごとを多数解決した。⼀⽅
で単独の限界もあり、それらについては資⾦分配団体とも連携し社会で取り組む体制づくり
を継続していくことになった。

メンターネット 遅延あり

外国⼈を対象に、シェアハウスの運営、相談事業、⽇本語教室を⾏っている。シェアハウス
への問い合わせは7件ほど寄せられているが⼊居に繋がっていないため、2⼈1室から個室へ
の変更などニーズとの調整を⾏っている。相談事業では、在留資格の変更の相談を中⼼に97
件へ対応。⽇本語教室は、毎回10数名が参加している。

YCスタジオ ほぼ計画通り

【アウトプット①】に対応する実⾏団体OPの状況：ほぼ計画通り
対象：ひきこもり者等
⽬標5名に対して6名の就労弱者を雇⽤できる⾒込み。本事業への満⾜度も⾼く評価されてい
る。⼀⽅でコロナの影響を受け消費者・顧客の巻き込みについてはまだ⽬標に届いていな
い。

【アウトプット②】に対応する実⾏団体OPの状況：ほぼ計画通り
コロナの影響を受け、直接の対⾯を要する事業については中⽌などが増えた。そのこともあ
りITを活⽤した事業に⽐重を移したことで、新たなニーズに対応できるようになった。

未来へ ほぼ計画通り
2020年12⽉より事業開始。障がい者を対象としたビジネスマナーやコミュニケーションの講
義、企業での実習等を通して、就労をする上で必要なスキルを⾝に着けるための⽀援を⾏っ
ている。9⽉までの利⽤者数は7名で、そのうち3名は具体的な就職先が⾒つかった。

まこと ほぼ計画通り

障がい者を対象に、清掃業務の技術を⾝に着けることで就労と仕事現場での活躍ができるよ
うになることを⽬的に、掃除のプロより全10回の講義を受けた。計30名が参加。休眠事業期
間中の就労にはつながらなかったが、参加者からは「今後も清掃を仕事にしていきたい」等
前向きな意⾒が寄せられた。休眠事業終了後、⾝に着けた清掃スキルを活かした就職活動や
営業活動に⼒を⼊れている。

ペアレント・サポートす
てっぷ

ほぼ計画通り
障がい者の保護者を対象に、動画コンテンツをyoutube上で定期的に公開している。専⾨家
による助⾔、様々な⽀援の紹介動画を中⼼に、⽉に5-6本を製作し公開。社会から孤⽴し不
安を抱えがちな保護者とのつながりづくり、知識の提供につながっている。



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

④-1実⾏団体の組織診断
※当コンソ独⾃⽀援
5県共通フォーマットを活
⽤した組織診断の実施、各
事業のToC作成

ほぼ計画通り
組織診断シートの開発に時間を要していたが、無事完成した。組織診断の実施についてはま
だ出来ていない団体もあるが、実施できる⾒込み。

④-2組織診断結果の共有と
本事業実施におけるボトル
ネック解消の⽅向性確認
各県PO等による診断結果
の分析と共有の実施

ほぼ計画通り
組織診断シートの開発が遅れたことで、組織診断シートを活⽤したボトルネック把握は不⼗
分だが、⽉1回の実施状況の確認等を通じた聞き取りからボトルネックを把握し、ボトル
ネック解消に向けた⽅向性の確認を⾏った。

活動 進捗状況 概要

①事前評価、事後評価の実
施についての⽀援

計画通り
実⾏団体の事前評価⽀援についてはすべての団体に対して実施が完了している。

②⽉１回の実施状況の確認
と事業実施に関する助⾔等

ほぼ計画通り
実⾏団体への⽉1回の実施状況の確認についてはほぼ計画通りに実施できているが、コロナ
の影響を受けて、実施の⼤半はオンラインもしくは電話による対応となった。そのため⼝頭
によるやり取りが多くなり、実態の把握が⼗分といえない団体もある。

③事業の実施状況・取り組
み事例の共有に資する情報
公開等

計画通り
毎⽉のJANPIA定例MTGおよびコンソPOMTGにおいて、各実⾏団体の状況を共有している。
9⽉からは上記2MTGに加えて評価MTGも定例化し、実⾏団体の進捗についても共有ができ
るようになった。

⼭⼝せわやきネットワーク 遅延あり

こどもたちへの学習⽀援のうち、⼩学⽣への⽀援はコンスタントに実施中。⾼校⽣への⽀援
は実施体制の準備に時間がかかり、数か⽉間後ろ倒しで実施している。また、⾷⽀援の取り
組みについては、当初拠点への来所者に実施する想定だったが、地元エリアの公⺠館を中継
点としてフードパントリーを実践したり、⽀援のネットワークを構築するなど、事業の実施
⽅法をやや修正しながらとりくんでいる。

NO BORDER 計画修正

「農家から規格外野菜を安価で買い取り、地元の施設に通う障害をもつ⼦どもとともに野菜
やその加⼯品を詰め合わせて、⽣活困窮世帯に配布する」といった当初の企画は、コロナ禍
により実施は数回程度に留まっている。
今後の事業継続をにらみ、「野菜の加⼯品製作」や「地元飲⾷店の運営」といった計画当初
には想定していなかった取り組みを実践すべく、事業計画を修正している。



Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

補⾜説明 2021年10⽉に資⾦計画変更予定。

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

コロナ禍においても、直接の対⾯が必要な分野・事業は多い。⼩規模にする、感染症対策を徹底するなど基本的な努⼒を⾏っているが、それでも対
⾯事業は縮⼩、中⽌せざるを得ない状況となっている。そのため、対⾯を有する活動の⼤半が思うように⾏えていない。
このことに対してオンライン対応へのシフトなど⼯夫と計画変更を⾏った。

⾃由記述

合計 \49,536,000 \12,264,000 \61,800,000 \39,698,857 64%
プログラム・オフィサー関連経費 \2,550,000 \450,000 \3,000,000 \918,229 31%

65%
管理的経費 \6,986,000 \1,814,000 \8,800,000 \6,137,178 70%

事業費
実⾏団体への助成に充当される費⽤ \40,000,000 \10,000,000 \50,000,000 \32,643,450

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

④-3ボトルネック解消の取
り組み
例：中⻑期計画策定⽀援、
広報戦略策定⽀援、資⾦調
達（ファンドレイジング）
⽀援、事務局⼒強化研修実
施、JCNE第三者評価等の
獲得⽀援 等

ほぼ計画通り
毎⽉のコンソPOMTGにおいて、実施しているボトルネック解消の取り組みを共有し、必要
に応じてPO間でアドバイスをしあうなど、ノウハウや知⾒の共有は進んでいる。

⾃由記述

計画ではアフターコロナを⾒据えたビジョンを描いていたが、現時点ではコロナ禍の収束が⾒通せない。また、仮にコロナが収束してもここ1年で
変化した社会情勢や仕組みなどがコロナ禍以前に戻ることはないと考えている。
本事業における実⾏団体も、アフターコロナではなくウィズコロナに対応するために新たな事業、新たな仕組みの構築を⾏っている。
現時点では本事業終了時も、その後も含めて各実⾏団体は持続して活動を続けることができると判断している。



有無

無

無

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されて
いますか。

はい

3. 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. 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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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

Ⅷ. 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）

広報制作物等


