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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

コロナで影
響を受ける
従事者

事業実施上
の困難

コロナで影
響を受ける
従事者

事業実施上
の困難

①相談会と個別⽀援により、コロナ禍での⺠
間公益活動が孤⽴し⾏き詰らないセーフティ
ネットが東海地域で作られる。

① コロナに関する運
営相談を⾏っている⺠
間公益団体向け⽀援組
織やネットワークの
数・相談をできるよう
になった団体の数

① ６個所／東海三県
の県域の⽀援センター
として最低1か所ず
つ、県内に複数個所が
開設され、⺠間公益団
体が相談できる体制が
整い、団体が相談につ
ながることができるよ
うになる。

体制ができた
・岐⾩三重公設⽀援センター
では、通常の公設⽀援セン
ター運営事業の⼀環として伴
⾛⽀援業務を組み込むことで
調整しており、次年度以降継
続的に取り組む体制がみえつ
つある（２か所）。
・情報掲載のウェブサイトを
作成しノウハウの提供と相談
につなぐ⼊り⼝が整った
・愛知岐⾩三重の連携がで
き、ネットワークの中で単独
では対応できない相談対応に
つなぐ関係性が構築できた。

・コロナ禍で公設⽀援センターの開館や活動の
制限があるなか、それぞれがどのように役割を
果たすかを模索していた。定期的（⽉１回）に
情報交換をする中で、コロナ禍での中間⽀援組
織の役割やあり⽅についての検討が進み、伴⾛
⽀援のテストケースを重ねる中で、重要性につ
いての認識が広まり、今後の経常的な活動に組
み込む道筋が⾒えた。

②本事業により新たな活動様式に向けた現場
のノウハウが蓄積・発信される。

② 情報発信の回数、
情報発信の活⽤数

② Webサイト更新
数：12回（⽉1回）、
アクセス数：4万件。
SNS更新数：24回
（隔週）、フォロー
数：800件。事例集：
300冊。ダウンロード
数500。

★HP
アクセス数12〜11⽉
（47,267件）
更新回数：（22回）
★SNS
（twitter)
フォロワー317
更新数（28回）
（Facebook）
いいね653件、フォロー723
件
更新数（31回）
★ダウンロード数
冊⼦掲載ページビュー数：48
件
（以上2021年12⽉13⽇時
点）

相談のニーズに対応し、⼀⽅通⾏の情報提供か
ら学び合いの場へと⽅向転換したことで、場に
集った⼈同⼠のつながりへと広がった。各専⾨
スタッフの既存のネットワークを活かすだけで
なく、Facebook宣伝を活⽤しこれまでつながり
のない層への情報を届けることができた。新た
に開設したウェブサイトにはセミナーやハンド
ブックの情報が蓄積できた。公開から短い期間
であったものの、ハンドブックの頒布とあわせ
てURLを伝え、周知につなげた。

事業実施概要

コロナ禍において影響を受ける当事者への⽀援活動を⾏う⺠間公益活動の新たな活動様式に向けた現場のノウハウについて、学習会＆相談会を通じて整理し、共通知として定
期的に発信・蓄積する。その過程で、新たな現場での当事者⽀援活動の「開発」「経営計画」「運営体制」を実現するために、分野・経営（・感染症等）の専⾨家を交えた
チームによる相乗的な個別⽀援を⾏う。想定する⽀援活動分野は障害者、⾼齢者福祉、⼦ども若者の３つで、各分野1事例を三重県、愛知県、岐⾩県でそれぞれ取り扱った。個
別⽀援事例は、その進捗をオンラインで随時共有すると共に、事例集にまとめ、東海3県の市⺠活動⽀援センターへ共有し、様々な⽀援活動が新たな境地を拓くことで、安⼼し
て活動できる場づくりの促進につなげた。

課題設定、事業設計に関する振り返り

・現場団体の活動が⾏われなくなったことを想定していたが、⾝近なリソースを活⽤し、活動の継続・形態の変化が⾏われていることが分かった。そのような中で、⼀⽅的な
情報提供や相談という形態ではなく、学びあいの場づくりをするためのセミナー付相談会の形に切り替えて対象者にリーチした。

・各地域の市⺠活動センターを経由して各団体に情報がいきわたることを想定していたが、1年という期間ではノウハウ集を作成し、市⺠活動センターに配布するところまでで
とどまった。市⺠活動センターも緊急対応に追われていたが、コロナ禍発⽣から2年を迎える現在だからこそ、コロナで変化した社会へ市⺠活動団体がどのように対応するかを
考えるタイミングがきている。

・今後の経過を把握するため、当法⼈が⾃主事業として実施している市⺠活動センターヒアリングや情報交流の機会を活⽤し、成果についての把握に努めていく必要がある。

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

実施時期: 2020年11⽉〜2021年10⽉
事業対象地域: 愛知県、岐⾩県、三重県

事業対象者:
直接介⼊する対象者は、障害者就労事業所、⾼齢者施設、サロン等運営者、こど
も・若者の居場所運営者。最終受益者は、障害者就労事業所で働く障がい者、⾼齢
者施設・サロン等利⽤者、こども・若者の居場所に参加する⼈

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: Withコロナ時代の社会参加と雇⽤継続
資⾦分配団体名: READYFOR株式会社
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈ボランタリーネイバーズ

2021年12⽉22⽇
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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

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

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

・市⺠活動⽀援センターから、「内部研修で使⽤するために冊⼦が欲しい」との問い合わせが複数あった。オンライン対応についての⽀援ノウハウは積み重なっているが、活
動そのものの⽀援についての⼿法や切り⼝が整理されておらず、今後の市⺠公益活動の継続・発展を考えるための道筋として利⽤されているようである。次年度以降の各⽀援
センターの事業計画に織り込まれることが予想される。
・学習会・相談会をオンライン開催したことにより、県外からの参加者もあり参加の機会を広げることができただけでなく、新たな活動者とつながるきっかけとなった。ま
た、360度ウェブカメラ・スピーカーを導⼊した学習会・相談会では、必ず質問をうけるほど関⼼が強く寄せられ、オンラインに不慣れな⽅も興味をもって楽しく参加するきっ
かけとなった。

課題を取り巻く変化

・直接的なコロナ対応が求められる時期は過ぎ、コロナ禍でさまがわりした社会への対応を求められるようになってきている。コロナ前に戻すのか、これをきっかけに組織や
活動の在り⽅を変えていこうとするのか、団体の内部でもさまざまな⾒解があり、活動や組織の分断につながりかねない。しかし、コロナにより⼈と⼈との接触が憚られ、ま
た通常業務対応においてもコロナ対応の負担が増えている中、スタッフを燃え尽きさせないことを優先するあまりに、通常業務にプラスして率直な内部での意⾒交換・将来像
の検討をする時間を持ちにくい状況にあった。外部⼈材が期間限定で関与することは、⼀定期間内に⾒える成果を出そうという意欲につながった。また、外部者が関わること
により、内部⼈材が「当たり前」と思っていた認識のずれが発⾒されたり、外部⼈材が意⾒を取りまとめる役を担うことで内部⼈材は率直に発⾔できたりした。今回の伴⾛⽀
援事例をきっかけに、外部⽀援者が継続的に伴⾛していく予定である。

・直接⼈と⼈とがリアルにあって関係を紡いでいく機会が失われている。情報提供（セミナーなどのインプットの機会）＋相談・意⾒交換（深める場）を設けて、継続的な集
まる場を作ることが関係性を築き、パートナシップによる取り組みを促進していく可能性につながる。今後はそのような場を継続的・定期的に提供する予定である。

５「専⾨家チーム⽀援」。相談会の中か
らモデル事例を設定し、分野・経営・感
染症等の「多業種専⾨家チーム」による
個別⽀援を⾏う。想定する活動分野は障
がい者、⾼齢者福祉、⼦ども若者で、事
業開発、経営計画、運営体制の各分野1
事例（計3事例）を扱う。

ほぼ計画通り

個々の団体のニーズに合わせて専⾨家の関与につなげた。
障がい者⽀援においては、福祉作業所での⽣産物の販売ルート確保・拡⼤のために事業者・販売⼠が関与した。
⾼齢者福祉においては、情報発信の法⼈内での位置づけ確認と優先順位を確定するために中⼩企業診断⼠が関与した。
⼦ども若者⽀援においては、コロナ禍での地域に根ざした活動の⽅向性をみいだすために評価専⾨家が関与した。

６個別⽀援事例での改善事例のとりまと
め、事例集の作成、Web掲載のほか、印
刷物を作成し、配布する

計画通り

上記３事例を取りまとめ、セミナーのノウハウと共に専⽤Weｂサイトに掲載したほか、冊⼦を300部作成し、愛知・岐⾩・三重の市⺠活
動⽀援センター等へ配布した。Ｗｅｂ掲載情報については、ＳＮＳで内容についての紹介も⾏い、多くの⼈に⾒ていただくための⼯夫を
した。

３活動相談会（⽉1回、個別相談のノウ
ハウの整理、共有知としての発信・蓄
積）と、レポート発信

ほぼ計画通り

上記と同様にセミナー＋相談会の実施スタイルに変更した。ノウハウはWeb掲載とともに、冊⼦に取りまとめて300部作成し、愛知・岐
⾩・三重の市⺠活動⽀援センター等へ配布した。市⺠活動⽀援センターから、「内部研修で使⽤するために冊⼦が欲しい」との問い合わ
せが複数あった。

４「協創会議」（隔⽉、分野・経営・感
染症等専⾨家のスーパーバイザーととも
に活動相談からの事例検討を多⾓的に⾏
う）

中⽌

感染症対策に関しては、本⽀援でのニーズは確認できず、実施しなかった。感染症対策については、⾏政がガイドラインを⽰しており、
分野ごとに所轄官庁からの対応が指⽰されていたり、類似の事業を⾏う団体において対応策について検討・実施がされていたため、⽀援
の重複を避けた。代替として、愛知・岐⾩・三重の中間⽀援組織の会議を⽉例化し、各県の施策や動きについての情報共有を⾏った。

１団体が抱える課題についての情報収
集・ヒアリング

計画通り

コロナ禍で影響を受けたとアンケート回答のあった団体のうち５団体を訪問し、コロナ禍発⽣当初から現在までの活動の変遷についての
ヒアリングを⾏った。当初は課題の聞き取りを考えていたが、ITに詳しい⼈材や地域の⼈の⼒を借りたり、情報収集したり、想定を超え
て各団体が周辺のリソースを活⽤して、活動を継続・発展させている様⼦を伺うことができた。課題対応事例についてもオンラインセミ
ナー等で発信をしたかったが、相談会は安⼼して相談できることを重視し、質疑等はその場限りとし外部へは⾮公開という前提で進めた
ため、助成期間内にその機会をつくることはできなかった。

２活動相談（随時、メール、電話、オン
ライン、対⾯により⾏う）

ほぼ計画通り

「相談」のかたちでで案件が上がってくることは少ないことに気づき、相談受付から、セミナー＋相談会（セミナー参加者とのグループ
相談会。互いの情報を持ち寄り課題解決につなぐ）に実施スタイルを変更した。新型コロナウイルスの影響により変化の真っただ中にあ
る状況で「何が課題か」を⾔葉にすることは難しい。セミナーで話題提供をすることによって、「課題」とまで整理されていない「お困
りごと」を⾔葉として発する機会となるように進⾏を⼯夫した。その結果、相談者と相談員という１対１の関係を超え、参加者同⼠の学
びあいの場を設けることができた。コロナ禍の不確実な時代においては、このように知恵を寄せ合う⼿法が有効であることに気づいた。

事業実施以降に⽬標とする状況
相談会や個別⽀援により、コロナ禍での活動に不安をもつ⺠間公益活動の継続をはかることができる。ここで得られる新たな活動様式に向けた現場のノウハウを収集し、Web
サイト等で広く公開することにより、活動や事業を廃⽌することなく、拡⼤防⽌に配慮して安⼼して参加できる活動の場を開催できることになり、当事者への⽀援が継続的に
⾏われる。また、⺠間公益活動で働く⼈の雇⽤が継続できるようになる。

考察等

コロナ禍においては対⾯での交流の機会が激減した。今までのように対⾯での対話から派⽣的に相談案件が上がってくることがなくなった。そこで疑似的に対話の機会を作る
べくセミナー＋相談会をオンラインで開催することにより、相談案件があがってくるようなかたちを築いた。

相談案件については単発の情報提供だけではなく、コロナ禍で変化した新しい社会への対応も求められるようになった。
中⻑期的な伴⾛⽀援をするための三県の連携強化、中⼩企業診断⼠等の専⾨家の関与により、対応できる案件の幅に広がりが持てた。

活動 進捗 概要

③類似の活動を⾏う団体等が、ニーズに沿っ
た活動開発、新たな活動の経営への位置づ
け、安全に配慮した運営体制等を築き、困難
を抱える当事者を確実に⽀援し続けることが
できる。

③ 個別⽀援先、及
び、オンラインによる
相談会・協創会議・情
報発信にアクセスした
⺠間公益団体の活動継
続数、活動継続によっ
て⽀援を得た当事者数

③ 本事業による⽀
援・相談・オンライン
会議等の参加を通じ
て、その情報を参考に
継続取組を⾏った団体
数50

・学習会参加者のべ122名
・個別⽀援先3団体
・ヒアリング5団体
・ハンドブック配布 146件
・ハンドブックを配布した市
⺠活動センター、学習会参加
者を対象にしたアンケートを
実施。事業や活動に反映でき
た内容や事例の収集に取り組
む（12/27〆）。

団体等からの直接の問合せよりも、市⺠活動⽀
援センターのスタッフがノウハウを蓄積し、⽇
常の相談業務・事業企画に役⽴てていきたいと
いうニーズに応えている段階である。

コロナで影響を受ける従事者がダイレクトに相
談に来ることは少ないが、今回のハンドブック
を活⽤した学習会などを開催し、相談ニーズを
拾い上げる動きの検討が市町村単位の⽀援セン
ターで始まっている。



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

103.7%

105.0%
管理的経費 94.9%

事業費
直接事業費

執⾏率

愛知県販売⼠協会 個別⽀援 スーパーバイザー

計画額
4,371,800
628,200
5,000,000

実績額
4,588,231
596,330
5,184,561合計

⾃由記述

・緊急⽀援枠のため1年間の活動期間であった。現時点ではアウトプットまでの把握となるが、この1年の活動の効果・成果が把握できるのは今後となる。緊急⽀援助成であってもまずは1年後、必要に応じて2年後をめ
どに、事後評価の仕組みがあってもよいのではないか。
・個別⽀援から⾒えた共通課題に対して、学習会でノウハウ提供や情報交換をするような形も考えられた。1年の期間で実施することは難しかった。
・休眠預⾦の通常枠は最⼤3年となっている。緊急⽀援枠のようなかたちでの1年のチャレンジの機会があり、その中から通常枠にステップアップするような道筋があってもよいのではないか。変化が激しい時代の中3
年間を⾒据えて計画を建てることは困難であり当初計画の変更は免れない。効果的に資⾦を活⽤するために資⾦の分配⽅法についてもご検討いただきたい。
・精算システムについては、近年の証憑書類の電⼦化の流れを汲み、クラウド会計システムの活⽤をすすめていただきたい。

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。 個別⽀援において外部専⾨家の関与が発⽣したため、守秘義務に関する誓約書を作成した。

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）

内部監査
法⼈監事2名による監査を⾏った。会計監査は税理⼠である監事を中⼼に、事業監査は監事に理事
会に出席していただき、業務の実⾏状況、管理運営状況について確認いただき、適宜助⾔をいただ
いた。

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

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 いいえ

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

補⾜説明
給与等、翌⽉⽀給のものについては12⽉に精算する。
（実績額は、精算様式の合計額12/13現在から転記しております。）

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）

特になし

セミナー付相談会チラシ 3種

冊⼦「NPOが活動を継続するためのハンドブック」300冊

冊⼦「NPOが活動を継続するためのハンドブック」誌⾯に掲載

ぎふNPOセンター
みえNPOネットワークセンター
あいち企業内診断⼠の会

情報共有会計8回、個別⽀援1団体、⽀援レポート執筆
情報共有会計8回、個別⽀援1団体、⽀援レポート執筆
個別⽀援 スーパーバイザー

連携先 実施内容・結果


