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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

その他
事業実施
上の困難

全国

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

個々の団体が事業の基盤を固め、助成終了時
点で社会的ニーズにより継続が望まれる事業
については、継続の⾒通しが⽴っている状態
を作ること。（また、個々の団体だけでは実
現が困難、または効果が限定的と考えられる
活動については、継続サポートを⽬的とした
チームを実⾏団体間や地域との連携により⽴
ち上げ、サポート事例を作ること。）

助成終了時点の
事業の継続⾒通
し有無（実⾏団
体間や地域との
連携により可能
となった、個々
の団体だけでは
実現が困難、ま
たは効果が限定
的と考えられる
サポートの実績
の有無）

助成終了時点で
事業継続の⾒込
みが⽴っている
事例がある状態
(かつ、実⾏団体
間や地域との連
携により実現可
能となったサ
ポート事例があ
る状態)

助成終了時点で事業継
続の⾒込みが⽴ってい
る事例がある状態(か
つ、実⾏団体間や地域
との連携により実現可
能となったサポート事
例がある状態)

・全採択団体間でのピアサポート会を３回実施。
・活動地域の⾃治体や他団体から講師として招聘
される（UDワーク）、当該地域全体を巻き込んだ
形の事業展開を⾒せた事業（フォークロア、
WheeLog）、⾃治体からの講座や窓⼝事業受託を
受けた事業（親⼦の未来を⽀える会）がある。
・グッドデザイン賞の受賞（ファストエイド）
等、社会へ成果を広く知られることで団体にとっ
ては助成事業完了後も事業継続が可能となる要素
を作れたと考える

⑤指標
⑥⽬標値・⽬標状
態

⑦結果 ⑧考察

本事業の申請前に、READYFORが運営を受託していました「新型コロナウイルス感染症：拡⼤防⽌活動基⾦（以下コロナ基⾦）」には
公募開始から約2カ⽉で全国各地の650以上の団体から計40億円を超える助成⾦の申請が来ており、そのうち約半数が上記のような社会
的弱者への⽀援を⾏う団体であり、当分野における極めて⾼いニーズと緊急性を実感しておりました。
それら実績と申請内容を分析のうえ、医療・福祉関係者・有識者へのヒアリングを⾏い、助成領域の課題有無の確認と仮説設計、課題
設定を⾏いました。

コロナ基⾦の運営で⽇々議論をしている感染症専⾨家や医師によれば、医療や福祉を取り巻く状況としては、病院や福祉機関に受益者
がたどり着く⼿前での⽀援、⼿前で社会的弱者を⽀えていくことが社会インフラの維持に向け、また社会的弱者にとっても最重要なポ
イントであり、ひいては最後の砦である医療機関を守ることになると聞いていました。

また、当初の設計の通り、⼦どもや若者を取り巻く課題の深刻さは特に貧困世帯/ひとり親世帯に顕著と⾒受けて、コロナの影響による
親の収⼊減・休校期間の⻑期化など複数の要因により、⽇々の⾷事の確保の困難さ、ひとり親の孤独化など様々な課題が顕在化するな
か、これに対しては⾷料などの物資の緊急⽀援を⼊り⼝に⼦どもとその親への経済的・精神的サポートを実施する必要があると考え、
それらを⽀援する団体への助成を⾏わせていただいたつもりでおります。
多額の助成⾦をお預かりし、当感染症による広範囲な影響に対し、各対象者に対して多⾓的にアプローチができる団体への助成を⾏う
ことができたことは、意義のあるものと考えております。
⼀⽅で、ニーズに対して⼗分な額での助成ができたかというと、必ずしもそうではない印象もあります。助成⾦の規模を適正に試算す
ることの難しさと、⽀援実施できる団体の存在と規模の⾒極めが本事業のような助成事業運営に対しては、重要な点のひとつになると
実感しております。
今回の貴重な経験を、今後の事業運営に活かしより良い運営ができるよう、関係者⼀同、志向しております。
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・貧困世帯/ひとり親の⼦どもとその家族・⽣活困窮者、障がい者、患者、⾼齢者、その他社会的弱者受益者の⼈数 ・のべ約15,000世帯・約6,500名対象地域 全国事業において主たる⽀援対象となった者（受益者）

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

課題設定、事業設計に関する振り返り

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: "新型コロナウイルス対応緊急⽀援事業” ⼦ども・社会的弱者向け包括⽀援プログラム 
資⾦分配団体名: READYFOR株式会社
実⾏団体数:
実施時期:

〈総括〉
当事業では新型コロナウイルス感染症の影響を真っ先に受けやすい⼦どもや若者、⽣活困窮者、障がい者などの社会的弱者を対象とし
た。
今回の助成事業では、以下のような事業への助成を実施を⾏なった。
・1.新型コロナウイルス感染症の影響によって発⽣した⼦どもとその家族が抱える課題に対する緊急⽀援活動
・2.新型コロナウイルス感染症の影響によって発⽣した⽣活困窮者などの社会的弱者が抱える課題に対する緊急⽀援活動
・3.新型コロナウイルス感染症への感染リスクが⾼い⽣活困窮者・障がい者・患者・⾼齢者などへの感染対応・防⽌活動

＜価値＞
本事業期間中は複数回の緊急事態宣⾔発動、感染の急拡⼤など、⾮常に難しい社会情勢が続いた。実⾏団体も、活動のオンライン化を
急ピッチ進めるなど、⽀援を途切れさせないよう懸命にご活動いただいた。⼀⽅、膨れ上がる⽀援の声に対して⼀時応え切ることが難
しい現実も⾒られた。
ただし、いずれの事業においても、従来のやり⽅に捉われず社会情勢に適応しながら、それぞれの領域において想定外の素晴らしい成
果をあげていただいた。下記に⼀部特徴的な事例を挙げる。
・本助成事業の成果を元に、⾃治体からの事業受託や講演が決定した
・任意団体から株式会社へ法⼈化が決定した
・団体運営⾃体のIT、オンライン化に取り組み、ほか連携団体への導⼊⽀援をおこなった



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

⽣活困窮
者

⾷料関連
の不⾜

全国

⽣活困窮
者

その他 全国

⽣活困窮
者

その他 全国

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

考察等

・実⾏団体⾃⾝もコロナ禍による影響で、活動のオンライン化や⽀援チャンネルの拡充等を余儀なくされた。その結果、これまで⽀援
先として知り得なかった、繋がることが難しかった受益者へのアウトリーチがなされ、団体として⽀援者数が増加する傾向がみられ
た。また、これまではそれぞれがある課題・テーマにある受益者に対しての活動だったものが、隣接領域や複合的な課題を持つ受益者
が視覚化され、専⾨家や他領域での⽀援団体との連携が結果的に推進される状況も複数⾒られた。
・休眠預⾦事業の事業運営を通じ、積極的な事務局体制の⾒直しや法⼈化の機会とした実⾏団体が⾒られた。また、資⾦調達に関して
はクラウドファンディングの実施、継続的な寄付を受け付ける継続寄付サービスの実施や検討、本事業を⼀つの成果として⾃治体や⾏
政からの受託事業獲得につなげた団体が複数⾒られ、団体の基盤強化やファンドレイジング強化の⼀助となったと考える。

⻑期化するコロナ渦において妊産婦
や親⼦が地域から孤⽴せず、平時と
同様のサポートを受けながら⼦育て
⽣活を送れる状態を作ること

妊産婦や親⼦を
対象とした相談
や⼦育て・教育
⽀援の提供者数

妊産婦や親⼦を
対象した相談や
⼦育て・教育⽀
援の提供者数 約
4,000⼈

のべ約2,000名

・ひとり親向け保育サービス、困窮家庭の
⼦どもへの学習⽀援、多胎家庭への⽀援、
妊産婦への⽀援
・コロナ禍の影響を受けて、対⾯でのサー
ビスや相談が難しい、⼦育て広場の閉鎖
等、事業実施場所が確保できない等の環境
要因が多かったことが⽬標値未達の原因と
考える

事業実施以降に⽬標とする状況

・⽣活困窮者や、（特に貧困世帯での）⼦育て家庭の親⼦、⾼齢者・障がい者・LGBTQなどの社会的マイノリティに起因し就労が困難な状態の
⼈々、など、社会的弱者が今後継続して、最低限必要な⽣活環境や、教育環境、就労環境を持ち続けられる基盤が出来上がり、⻑期的視点でみて社
会的弱者が取り残されない環境を作ること
・実⾏団体における、弊社サポート／働きかけによるクラウドファンディング等の活動資⾦の獲得活動を実践をした団体の増加

貧困世帯の⽣活を⽀援し、コロナの
影響が⻑期化しても最低限の栄養バ
ランスが取れた⾷事を1⽇1⾷でも⾷
べられる状態にすること

⾷料配布世帯数
⾷料配布世帯数
のべ約20,000世
帯

⾷料配布世帯数
のべ約72,000世
帯

のべ約18,000名
への⽀援を達成

住まいや就労、
⾃⽴に関する⽀
援の提供者数

住まいや就労、
⾃⽴に関する⽀
援の提供者数 約
1,500名

・ホームレスの⽅への健康相談や衛⽣⽤品
の⽀給、住居の提供、⼼理的相談等を含む

⽣活困窮者およびコロナの影響を受
けた社会的弱者に住まいや就労、⾃
⽴等の⽀援を⾏い、⽣活再建に向け
た再スタートに臨める環境をつくる
こと

・団体によって世帯や⼈数等、⽬標指標が
異なることがあるため概算値で算出
・各団体からの連携先は約70団体（既存
をふくむ）
・⾷品に限らず、⽇⽤品等の物品について
も寄付品総量87.5tを達成
・⻑引くコロナ禍で想定よりもかなり多く
の世帯から⽀援を求める声が上がり、⽀援
数の増加に繋がった

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



Ⅴ．資⾦分配団体としての⽀援の取り組みに対する総括

③ファンドレイジング勉強会も含め、団体
が⾃律的・中⻑期的な資⾦調達の⼒をつけ
るためのサポートを⾏っており、これらを
当事業の希望団体にも提供していく。加え
て企業寄付をマッチングする各種サービス
（READYFOR SDGs等）を通じ、団体の財
源の安定化に向けた⽀援も継続的に実施し
ていく。

資⾦調達⽀援 想定以上の成果があった

・2021年4⽉：CF担当者、遺贈寄付サービス担当者による資⾦調達ウェビ
ナーを実施。半数以上が参加。そのうち、遺贈寄付サービスの提供先として
登録された団体が17。
・2021年6⽉：認定ファンドレイザー有資格者であるCF担当者とゲストが連
続講座を実施。（本事業に限らないが、参加を呼びかけ）⼀部実⾏団体が参
加。
・継続寄付サービスに2団体登録。
ほか、継続的に休眠預⾦事業の他助成⾦情報や、弊社のほか基⾦や資⾦調達
情報などを随時提供。

想定通りの成果

本事業とは別に、個別ミーティング等についてはCF担当者にて対応してお
り、新規の資⾦調達の希望があればご相談に応じた。

①助成した事業に関連してCFを実施する団
体に対して、CFでの資⾦調達後の振り返り
セッション

資⾦調達⽀援 想定通りの成果

内容のフィードバックとしては下記のような団体の成果を聞いている。
・寄付者獲得：いままで繋がれなかった寄付者とつながれた。
・寄付・広報貢献：プロジェクトを実施することで、直接周りの友⼈知⼈に
協⼒してほしいと声かけができた。
・ネットワーク拡⼤：そこから思わぬ縁を得て、⾏政担当者や地域有⼒者と
つながることができ、⼤幅に⽀援の輪が広がった。

②助成した事業に関連してCFを実施する団
体に対して、団体ごとの個別ミーティング
を実施し、CF⽀援者への適時適切な活動報
告によるリピート⽀援者獲得や年間資⾦調
達計画の策定の⽀援

資⾦調達⽀援

"▼クラウドファンディング(以下、CF)を含
めたファンドレイジングの計画・実施の⽀
援を⾏うことにより、各実⾏団体に対する
寄付収⼊等の⾃主財源を継続的に増やすた
めのサポート（資⾦継続獲得サポート）を
実施する。
▼既にREADYFORで⾏っている、CF等で継
続的な資⾦獲得を希望する団体向けの①・
②に加えて、③・④の伴⾛⽀援を実施す
る。
""                "
①助成した事業に関連してCFを実施する団
体に対して、CFでの資⾦調達後の振り返り
セッション
②助成した事業に関連してCFを実施する団
体に対して、団体ごとの個別ミーティング
を実施し、CF⽀援者への適時適切な活動報
告によるリピート⽀援者獲得や年間資⾦調
達計画の策定の⽀援
③ファンドレイジング勉強会も含め、団体
が⾃律的・中⻑期的な資⾦調達の⼒をつけ
るためのサポートを⾏っており、これらを
当事業の希望団体にも提供していく。加え
て企業寄付をマッチングする各種サービス
（READYFOR SDGs等）を通じ、団体の財
源の安定化に向けた⽀援も継続的に実施し
ていく。
④実⾏団体間や地域との連携が図られるよ
うにコミュニケーションサポートを⾏い、
個々の団体だけでは実現が困難、または効
果が限定的と考えられる継続サポートを⽬
的としたチームの⽴ち上げを推進してい
く。

資⾦調達⽀援 想定通りの成果

２団体にてクラウドファンディング(以下、CF)実施。2団体とも⽬標
⾦額を超えてプロジェクトを達成した。また、2団体が継続した資⾦
獲得が可能となる継続寄付サービスの利⽤を開始 。1団体が検討。
・CFや継続寄付サービスの利⽤で、直接的な資⾦獲得⼿段を⼀定提供
できた。
・ほか、本助成事業の成果を受けて、⾃治体からの業務委託が決定し
た団体が1団体、省庁との連携を達成した団体が2団体、講演依頼等が
2団体あった。

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



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）

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）

・不可抗⼒の要素、環境の変化により活動の制限や変更を余儀なくされた際に、スケジュールや事業内容の⼀部変更等について、柔軟
に対応できた団体と、対応が難しい団体は事業開始時にも差が出たと考える。今回は特に活動⾃体をオンライン化すること、団体の事
務局機能もオンライン化することが急務となった。例えば、対⾯での相談事業を前提としていた団体は、オンラインでの相談や動画で
のコンテンツ提供等に切り替えた。他の団体では、例年対⾯で実施していた総会を初めてオンラインで開催すると⾏ったケースが⾒ら
れた。
・既存以外のアウトリーチ⼿段やチャンネルの開拓を、ペースや積極性には差はあるが、ほぼ全ての団体が実⾏した。SNSやオンライ
ンを活⽤した広報活動の必要性についても、ほぼ全ての実⾏団体が認識しており、公共施設にチラシを置く、といった従来の形ではな
く、WEB広告を運⽤する、ウェブサイトを改修する等、オンラインでの広報活動に注⼒した団体も多く⾒られた。⼀⽅、対⾯での活動
が⾏いにくいからこそ、⼈と⼈が接する活動の重要性に⽴ちかえる団体も⾒られた。
・事業期間中、特に経済困窮に関する⽀援事業はほぼ全ての事業において、⽀援ニーズが急増した。結果、現場での⽀援に⼈的リソー
スを割かざるを得ず、事務局運営が停滞する問題も多く⾒られた。
・これまではある⼀定の課題に対して⽀援を⾏ってきた団体において、アウトリーチのチャンネルが多様化したこと、⼀⼈が複合的な
課題を持っているケースが増加し、事業例だけでは対応しきれないケースが増えている、という意⾒が多数聞かれた。この点につい
て、初期段階で専⾨家や他領域での活動団体と連携を進めることは、今後の活動のスタンダードになっていくものと考える。

実績内容 結果・成果・影響等活動

基⾦・公募受付 告知活動

NPOサポートセンター、⽇本NPOセンター、各地のNPOセ
ンターに告知協⼒を依頼しました。メールでの案内と、現
地掲⽰板への基⾦募集受付のチラシを掲⽰いただきまし
た。

READYFORのネットワークにはない団体からの応募も多数⾒受けられ、そ
うしたREADYFORにとって新規の団体様も含め、結果的に約200の申請をい
ただくことができました。

・本事業は⻑引くコロナ禍の中、かつ、緊急事態宣⾔など、社会活動が強制的に制限される状況下であったため、実⾏団体には柔軟な
変更、対応、代替案の策定と実施が⽇々変化する社会情勢、感染状況の中で求められた。
臨機応変な対応が求められる中で、オンラインサービスやITを積極的に取り⼊れ、成果を上げる事業がある⼀⽅で、対⾯での活動を重
視するが故に計画の⽴て直しに時間を要し、成果がで始めることが遅れた事業もあった。この差については、計画通りには⾏かない時
に、本質的な事業⽬的、アウトプットを⾒極めた上で、⼀つの⼿段に拘泥せず柔軟な対応ができるかどうか、また、他者のアドバイス
や周囲の情報をどれだけ効率的に収集できるかに違いがあると考えている。
・活動のオンライン化については、ある意味で強制的なアップデートが社会全体で必要になったことを踏まえ、特にオンラインミー
ティングの活⽤、⽀援動線をオンラインに載せる対応がほとんどの団体に⾒られた。社会全体で、オンラインでの⽀援や活動が求めら
れていたとも⾔え、この要請に積極的に応えた団体は⼤きな事業成果を上げることとなった。
・本事業期間を通し、どの領域においても受益者からの⽀援を求める声は増加した。これまで難しい状況にいた⽅がさらに困難な状況
に追い込まれたことや、これまではなんとか⾃⽴していた⽅が困窮してしまう状況等があり、実⾏団体はこれまでとは違う課題をもつ
⽅や、複合的なな課題をもつ⽅と相対することとなり、団体としてどのような活動・事業を実施すべきかを深く検討する機会になった
ようにも⾒受けられる。事業対象者が急増すれば、⽀援現場はもちろんのこと、それに耐えうる事務局体制も必須となるが、この必要
性について⼗分に理解をし、⼈的・資⾦的なリソースを割く決断をできる団体は残念ながらさほど多くはなかった。現場での⽀援活動
を途切れさせない⼀⽅で、事業運営・経営の視点を持つ⼈材の確保や育成が、ソーシャルセクターの領域において急務であるとの考え
を新たにした。

・緊急事態宣⾔の発出や解除、それにともなう⾏政サービスの停⽌や事業予定場所の閉鎖等、⾃⼰資⾦にとっては不可抗⼒の要素が多
く⾒られた。
・特に⽣活困窮に関しては、⽀援を求める声が急増し、従来の体制では対応しきることが難しい実⾏団体が複数あった。
・⽀援の内容についても、これまでの事業分野だけでは対応しきれない、専⾨家や他領域で活動する団体との連携が必要になるケース
が多く⾒られた。

ネットワーク形成・CI促進
⽀援

想定以上の成果があった

・採択団体間においては、ピアサポート会を2021年6⽉・10⽉・12⽉に開
催。すべての会において満⾜度平均4（5点満点）以上を獲得。
個別団体における実績：
・UDワーク：本助成事業をモデルとして周辺地域に広げられるように取り
組みを開始。ほか地域や異なる分野領域から講師として招聘受け中。事業終
了後に株式会社化。
・LALASOCIAL：九州での代表的なフード系⽀援団体として活躍、他の⼩
さな活動団体の⽀援実施や、全国的ネットワークにも参加。事業途中で⼀般
社団法⼈化。
・フォークロア：法⼈だけではなく地域全体が主体となる形での構想に1段
階視座を上げる⽅向で活動中。他地域の先駆者ともオンラインで繋がり、イ
ベント実施。地域学校へ講座提供、⼤学との連携を開始。代表が地域の学校
にて講師を務める等、良い形での連携を創出。

④実⾏団体間や地域との連携が図られるよ
うにコミュニケーションサポートを⾏い、
個々の団体だけでは実現が困難、または効
果が限定的と考えられる継続サポートを⽬
的としたチームの⽴ち上げを推進してい
く。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

課題を取り巻く変化

\37,494,438 \37,494,438 100%
プログラムオフィサー関連経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

直接事業費 \106,250,000 \106,250,000 \212,500,000 \209,150,484
2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

98%事業費
管理的経費 \18,071,061 \19,423,377



有無

無

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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

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。

全て公開した
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JANPIAに報告しましたか。 変更があり報告済 役員の変更（前CFOの退職と新CFOの就任）

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

実⾏団体を抜粋し、事業活動をサマリーしたレポート（A4・2P想定）を作成し、RFからの活動報告書（PDF）として予定
※7⽉中の公開を予定

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

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。

⾃由記述

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)
全26団体に対し、所定⼿続きの完了の確認の後、30分〜60分程度にて事業
実施したご意⾒や、休眠預⾦制度、事業伴⾛へのご⾒解などを伺いました。

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

9.内部通報制度は整備されていますか。

監査役・内部監査室による内部監査を実施し、また監査法⼈による外部監査
を受けております。

◯ 内部監査
実施予定はない
(右に理由を記載)

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

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)

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

内容

各種取材依頼などを⾏いましたが記事化までは⾄らない結果となりました。（20年度事業の広報活動の延⻑として、21年度事
業の広報を⾏い、21年度事業では朝⽇新聞や地⽅新聞など複数媒体の紙⾯とWEBニュース等で実⾏団体の取り組み等を記事化
いただきました）

\124,321,061 \125,673,377

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・
WEB等）

広報制作物等
READYFOR 会社WEBサイト上に特設ページを開設。（現在リンク導線を再設定中）
https://fund.readyfor.jp/d_deposits_history#covid19_2020

報告書等

\249,994,438 \246,644,922合計 99%


