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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 
資⾦⽀援

進捗報告書 （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: READYFOR株式会社

実⾏団体数: 26団体

実施時期: 2020年7⽉〜2022年3⽉

事業対象地域: 全国

事業対象者:
・貧困世帯/ひとり親の⼦供・若者とその家族
・⽣活困窮者、障がい者、患者、⾼齢者、外国⼈など、その他社会
的弱者

事業概要

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する。

2020年にREADYFORが公益財団法⼈より運営を受託した「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）」では公募開始から約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あり、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いる。
また、コロナ基⾦の運営で⽇々議論をした感染症専⾨家や医師によれば、現状の医療を取り巻く状況としては社会的弱者を⽀えていくことが最重要なポイントであ
り、それがひいては最後の砦である医療機関を守ることになるという。そうしたことも踏まえ、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うこ
とした。

・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・若者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・障がい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・外国⼈などへの感染対応・防⽌活動

総括

・各実⾏団体の努⼒もあり、事業は概ね順調・⽬標を上振れて進⾏中。⼀⽅で、感染状況に応じて変わる⾏政⼿続きや緊急事態宣⾔の複数回発出により、対⾯要素
のある事業では特に団体負担が⼤きくなっている。
・実⾏団体の事業伴⾛に加え、出⼝戦略としての団体基盤強化の必要性を実感している。弊社の強みである資⾦調達ノウハウ⽀援を継続するとともに、より包括的
な⽀援形態を模索中。
・実⾏団体からは、本事業の特徴である「資⾦使途の柔軟性」「資⾦分配団体の伴⾛サポートの存在」へ好意的な声を聞いており、本事業の価値を実感している。
・団体への⽀援は弊社の⽬指すところでもあり、今回の経験を今後の弊社での⽀援活動に活かすとともに、⽀援のあり⽅や必要要素についても継続的に情報収集や
検討をしていきたい。

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

1. ⾷料配布世帯数のべ約20,000世帯
2. 住まいや就労、⾃⽴に関する⽀援の提供者数 約1,500
名
3. 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
4. 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)

1.のべ約15,000世帯への⽀援を達成（フローレンス、新潟県フードバンク連絡協議会、LALASOCIAL、アトピっこ地球の⼦
ネットワーク）
2.のべ6,100名への⽀援を達成（抱樸、世界の医療団、もやい）
3.のべ290名（ノーベル、DAKKO、親⼦の未来を⽀える会、⼦どもNPOセンター福岡）
4.全採択団体間でのピアサポート会を実施。また、他地域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
んだ形の事業展開になりつつある事業（フォークロア、WheeLog）がある。

※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

実⾏団体名 進捗状況 概要

ほぼ計画通り

[1]寄付企業、[2]こども宅⾷実施団体、[3]⾷品受付・配送業務実⾏体制の構築、[4]オペレーション改善を実施。
[1]については、特にコロナ禍で衛⽣懸念が⾼まる中、⼦どもに使いやすい低アルコールの消毒ジェル約10万本を
(株)ライオンとの協働により全国28,113世帯を対象に配布することができた。常に3-4件の寄付案件のパイプライ
ンを持って活動。 [2]調査を実施（有効回答数 58団体）。各地の団体が配送品の確保に苦労しており、⽀援ニー
ズが⾼いことが改めて明らかになった。また⽇⽤品に対するニーズが⾼いことも分かった。したがって、管理要
件が厳しく取扱いしにくい⾷品よりもまずは⽇⽤品を優先して定期的な配送を試みている（ [3] ）。⽉次の配送
にするため、パートナーであるココネット㈱と運⽤ルールを決めるといった前進もあった。5⽉からは関係省庁へ
のロビイング、財務モデルのアップデートにも⽐重をシフトしている。

特定非営利活動法人　フ

ローレンス



認定NPO法人3keys

ほぼ計画通り

新規予約数・登録数共に順調に増加傾向にあり、利⽤中の様⼦や直接話を聞く中で気になる⼦どもが継続利⽤に
⾄るケースが多くみられる。現時点では、そういった気になる⼦どもの利⽤状況や利⽤時の記録を確認しなが
ら、各⼦どもが抱える課題等、ケース会議のための情報を蓄積・分析している段階である。
7⽉第1週⽬の⼟⽇に試験期間の勉強場所を求めて新規利⽤・登録が急増加する状況がみられた。コロナ禍で学校
の⾃習室や図書館の使⽤が困難なことも背景にあると思われ、あらためてこういった⼦どもの居場所の必要性を
強く感じることとなった。⼀⽅で、この状況が継続してしまうと、本来的な利⽤が難しくなる可能性もあると考
え、⼀時的にinstagram・
Twitterの広告を⽌めた。その後、徐々に利⽤⼈数・利⽤⽬的も以前の状態に戻っている様⼦がうかがえたため、
7/27(⽕)よりtwitterのみ広告を再開した。また、8/1(⽇)よりinstagramのストーリーを利⽤し、開館⽇のオープン
時間前にオープンしている旨を告知し、既存利⽤者の継続的利⽤や来館予約したが未登録の⼦どもの登録・来館
への動機付け・後押しをする新たな対応を開始した。

一般社団法人Ｋｕｋｕｒｕ

遅延あり

沖縄県では緊急事態宣⾔や蔓延防⽌等重点措置が出ている期間が多く、病院側との調整がなかなかできない状況
が続いている。そのため、実際に弁当配達の開始にはもう少し時間を要する。⼀⽅、弁当の製造で協働できる就
労⽀援事業所と出会え、メニュー開発と試作を順調に⾏っている。また注⽂システムの選定に時間がかかった
が、5⽉中旬よりオンライン注⽂のテストを開始、運⽤。病院との調整についてはオンラインの活⽤を模索し、関
係性の構築を進めたい。スペース整備と活⽤については順調。予定していた屋上テラスの⽇除けテント屋根と防
⾵カーテンの設置も完了し、プール開きに間に合った。今後、その他備品類やそれを収納する場所などを整備し
ていく予定。

①ターゲットへの広報：新潟県の強⼒な後押しにより、県域の市区町村から児童扶養⼿当受給受給者への現況届
郵便物に同梱し、当会⼦どもの未来応援プロジェクトの利⽤案内が約14,000世帯超に新たに配布されたことによ
り、7⽉から8⽉の2ヶ⽉間で登録者数が約5,000世帯に増加した。
②⽀援物資収集：メディアの協⼒も得られ、⾏政や企業、組合や各種団体、県⺠に広くフードドライブへの協⼒
と、活動資⾦⽀援の募⾦活動に取り組み、当該事業の拡⼤に対応している。
③被⽀援者へのアプローチ：⽀援物資の受け渡し⽅法の多様性構築
1.ボランティアスタッフによる⼾別配達
2.ヤマト便での⼾別発送による宅配
3.県域にフードパントリー会場を増設しての来場型⼿渡し
4.活動拠点への常時来館⼿渡し対応
5.⼦ども⾷堂や寺院等協⼒組織を仲介した引き渡し

現在、ひとり親の会員数は8％前後を⾏き来しているが、会員であるひとり親家庭（約80名前後）に対して、⼦
どもがいざ熱を出した時にサポートができる状態を常に作れており、親御さんに安⼼を提供できている。訪問型
病児保育の提供体制は取れているので、広報を中⼼に⾏っている状態である。

⾷料を県内12か所、315世帯へ配布。想定以上のスピードでこども宅⾷実践者が増えたことや、ひとり親からの
ニーズが⾼く依頼が急増。⽀援が追いつかない状況になる。こども宅⾷について、新規⽴ち上げの実践者につい
ては、思いはあっても、資⾦、労⼒の問題から、開設できないという状況もあったため、今事業を通して消耗品
などの物品⽀援や⾷材提供を⾏いながら、スムーズに⽀援ができるようサポートを⾏った。
現在は、各地域の悩みや情報を共有するためゆるやかではあるが、ネットワーク化が進み始めている。こども宅
⾷応援団（フローレンス）との連携もしており、宮崎県内のネットワーク構築に際しては、助⾔やサポートを頂
いている。
県内全域の実践者達と連携を図りながら⾷材調達や宅配時のお⼿伝いに現地に向かうなど、県全体でサポートを
しあう状況になっている。
今回の事業構築に伴い、フードバンクのスタートアップを⾏う。令和3年1⽉には、「全国フードバンク推進協議
会」に加盟をし、多くの⾷材調達が可能となったことから、現在では県内の全ての実践者に⾷材供給ができるよ
うになる。

特定非営利活動法人アト

ピッ子地球の子ネットワー

ク

ほぼ計画通り

1.9⽉に1回⽬の⾷材料(およそ1200⾷分)を6カ所に届ける予定（※10⽉現在、再調整中）
 その後毎⽉1度の申し込み締め切り⽇を⽤意し、翌⽉に届けることを継続的に実施する。
2.⾷物アレルギーの⼦どもたちが安⼼して⾷事できるように調理する⼈(⼦ども⾷堂)への教育機会の提供も10⽉〜
11⽉頃の開催に向け準備中。
3.相談窓⼝の態勢を整えた。告知はこれから⾏う。
4.申請書にマッチングと書いてしまったがマッチングではなく、「⼦ども⾷堂がアレルギー⽤⾷品を選び⼊⼿希
望を申し込めるフォームを作成し、無償での⾷品供給を⾏う。⼦ども⾷堂で⾷物アレルギーの⼦どもも⾷べられ
る継続した⾷事提供の仕組みを構築する」と修正したい。Webサイトには⼦ども⾷堂がいつでも新規「団体登
録」できるようにして、登録した団体は⽉に1度希望する⾷品を申し込めるように定期的な連絡を当⽅より⾏いま
す。

新潟県フードバンク連絡協

議会

計画通り

認定NPO法人ノーベル

ほぼ計画通り

LALASOCIAL

ほぼ計画通り



遅延あり

1[オンライン地域研修会の開催：進捗50%]3回の内容・講師・時期が決まったので、詳細を詰めていく段階
2[研修資料の整理と共有保管庫の確保：進捗40%] 保管庫のプラットフォームは決まった。
3[オンライン研修プラットフォームの開発 ：進捗50%]プラットフォーム及びカリキュラムが決まった。
4[⽀援の質の相互チェックシステムの開発：進捗30%] チェックシステムを作る上でのガイドラインを作成中。
構築の段階からEDS-NET所属団体全体を巻き込む運営から、構築はADDSが主で進める形態へとシフトし、巻き
返していく。

特定非営利活動法人ADDS

計画通り

オンライン授業参加者及び動画配信視聴者数がのべ1万⼈に関しては、既に⽬標を達成しており、今後はより質の
⾼い動画をより多くの⼈に届けるしくみを学校連携などと連携して⾏っていく、プラスアルファの領域に⼊って
くる。 進路サポートカウンセリング・伴奏・ワークショップ参加⼈数がのべ1000⼈に関しては、出張授業含めて
のべ700⼈以上にプログラムを提供し、今後の出張授業などが実施されれば、⽬標はほぼ確実に達成できる⾒込
みの状態にある。中⾼⽣のソーシャルアクション件数が100件に関しては、伴⾛⽀援の結果をアンケートやエッ
セイで収集しており、⽬標を上回る数字で達成できる⾒込みである。

特定非営利活動法人子ども

NPOセンター福岡

ほぼ計画通り

⾏政（福岡市こども総合相談⽀援センター・えがお館）との打合せを実施。団体が社会的養護現場の養育者に独
⾃に⾏ったアンケートには、社会的養護の⼦ども達だけでなく、その養育者たちのメンタルサポートが必要なこ
とがわかったため、㈱cotreeにお⼒添えをいただきオンラインでのメンタルサポートサイトを構築・開始した。
アンケート・ヒアリング結果を元に、キックオフフォーラム「ゲーム・ネットの世界から離れられない⼦どもた
ちー⼦どもが社会から孤⽴しないために」を6⽉に実施。本事業専従スタッフが⾥親家庭等へ訪問し、Wi-Fiの使
いづらさや困り事を聞きながら、必要な⼿配やつなぎ先をアサインするなど伴⾛⽀援を⾏っている。

認定認定特定非営利活動法

人ReBit

遅延あり

就労移⾏⽀援事業所の開所は別途報告の通り11⽉まで遅延。想像超えて利⽤ニーズきており、利⽤者確保・⽀援
者育成は順調、追加で新規職員の採⽤も開始。
⼀般的に就労移⾏⽀援の開所時は利⽤者確保に難航するが、利⽤者定員20名のうち、確定・有⼒者は5名以上お
り、検討中・⾯談予定の⽅も増えている。『精神・発達障害がある性的マイノリティの求職活動に関する調査』
も6⽉に結果公表し、課題と取組の重要性も広めている。

株式会社キタイエ

ほぼ計画通り

5⽉〜6⽉、8⽉〜の2度の緊急事態宣⾔により、会場を使⽤した集合型の⽀援はキャンセルや縮⼩を余儀なくされ
た。電話およびオンライン、訪問型相談を中⼼に⽀援を⾏った。⻑期の外出⾃粛傾向による⺟⼦の⼼⾝の不調や
夏休みの宿題等の課題は個別対応を実施した。必要に応じて、⼼理⼠やキャリアカウンセラーによる個別⾯談を
実施した。

株式会社フォークロア

ほぼ計画通り

当初想定していた学習⽀援スクールは、地域の⼦どもたちの声を反映させた英語塾「MOUNTAinn English
Class」として、6⽉から毎週開催している。その他、農業や⽊⼯からプログラミングまで様々なバリエーション
を持ったワークショップや、マルシェイベントを各地で開催できている。
また当社代表の熊⾕が、地元の⻑野県蘇南⾼等学校の地域連携アドバイザーに就任するなど、教育分野での地域
との関わりは深化しており、コロナ禍による制約がある中、プロジェクト全体としては順調に進展していると考
えている。

NPO法人キッズドア

計画通り

困窮⼦育て世帯の保護者に対して、51名がキャリア関連のセミナーに参加している。15名上がオンライントレー
ニングを受講している。また合計121名の保護者に対して、MicrosoftofficeのExcelの資格試験のテキスト及び受
験資格を配布93名、またコールセンターなどで使⽤可能な資格であるコンタクト検定を28名に配布した。（21年
4⽉配布のため今後、受験者数についてはこれから随時集計予定）また、PCを保持していない家庭に向けて18台
のPCを配布した。また就労⽀援への協⼒の声を上げて下さった企業については、すでに9社の賛同を頂戴してい
る。

特定非営利活動法人抱樸

計画通り

全体として概ね計画通り⽀援活動を進められている。2021年は緊急事態宣⾔下での活動が続いており、炊き出し
や夜回りで出会う⽣活困窮者の数は確実に増えている。感染予防啓発活動で配布している衛⽣キットは、年間の
べ1万⼈分を配布する予定で計画を⽴てたが、5⽉末時点ですでに6,301セット配布した。今後も炊き出しに並ぶ⼈
数が増えれば予定より多くなると予想されるが、衛⽣キットをお渡しする際にお⼀⼈お⼀⼈にお声がけすること
が、個々のニーズに合った⽀援に繋がる⼿段のため、継続を模索していく。

特定非営利活動法人グッ

ド・エイジング・エールズ

遅延あり

LGBT当事者の居場所や⼼の拠どころとなるべく、センターを開設し、維持してきたが、スタッフの感染防⽌の
ため現場体制の縮⼩を余儀なくされた。特にデジタルデバイスのある中⾼年層の⽣活困窮者へコロナ感染対策を
⼗分に⾏った上で対⾯での相談会や来場型のイベント開催を計画していたが、想定外にコロナ感染の深刻化が進
み、対⾯・来場型での実施を延期して、実施のタイミングを⾒計らうとともに、対⾯⽀援からオンラインへと本
格的に事業の再構築をするべく検討を進めている。

認定NPO法人自立生活サ
ポートセンター・もやい

ほぼ計画通り

アパート型シェルターを予定通りに設置し、必要な⽅への⽀援をおこなっている。⽀援⼈数的には当初の予定よ
りも抑え気味であるが、若年⼥性や若年男性、外国籍の⼈など、⽀援ニーズの⾼い⼈に対して、⽀援がおこなえ
ている。
⼀⽅で、アパート型シェルター⼊居後のアパート移⾏への⽀援において、⾝分証がない、無職である、外国籍で
ある、過去の滞納があるなどの理由で、アパート探しに苦労する⽅が多く、当初の予定よりも⼊居期間が⻑くな
る⽅が出ている。こういった新しい課題も⾒えてきている。

特定非営利活動法人メドゥ

サン・デュ・モンド ジャ
ポン（世界の医療団）



ほぼ計画通り

全体として想定範囲で活動。新製作⼿法である遠隔（現場に作業を委ねる部分）での対応は被験者テストから患
部形状の精度を求めてしまうと現状案では使い勝⼿が難しいと判明、いかにデジタル技術に不慣れな⽅々でも容
易に操作できるようなスキャンシステムを分かり易いマニュアル作り含め構築できるかが課題。うまく遠隔作業
が進められれば、製品づくりのワークフローは満⾜のいくものに仕上がってきている。

一般社団法人ローランズプ

ラス

遅延あり

事業開始から現在までに東京都モデルの共同雇⽤は3社からまもなく6社となり、ウィズダイバーシティ有限責任
事業組合員数も約90名から650名と拡⼤をした。
この東京都モデルを踏まえて全国版の組合の⽴ち上げに向けて、事業計画を⾏政と策定している段階であり、コ
ロナ禍もあるが8⽉末あたりの設⽴を⽬指している。この組合の設⽴により、全国に事業所をもつ中⼩企業が対象
となることができ、さまざまな理由で障害者雇⽤率が未達成の中⼩企業とパートナーを組みお互いの役割分担で
雇⽤を促進することが可能となる。
中⼩企業の枠にはいらない⼤企業やその他の企業とも、出向やサテライトという形での場所の提供や、サービス
の優先発注という形での雇⽤の創出も引き続きプロモーションを強化しながら実施。ウィズダイバーシティプロ
ジェクト全体での障害者雇⽤を⽬標値に向け増やしていく。

一般社団法人WheeLog

ほぼ計画通り

全体として遅れることなく順調に計画通り進んでいる。システム開発⾃体は2021年3⽉までに終了、2021年4⽉
18⽇及び5⽉30⽇にシステム改修後初となる街歩きイベントを開催。また、他団体とのAPI連携においては現在⼆
社と協議を進めており、今後も連携先を増やしていけるようにしたい。コロナの感染状況、天候よって、イベン
トの中⽌や延期がありうる。

NPO法人　Mission ARM
Japan

遅延あり

東海三県の⽀援センターに相談箇所が開設され、相談に来てもらう想定をしていたが、コロナ禍においては繊細
な情報を取り扱うこと、移動の安全性等の観点から通常の相談窓⼝を設けるだけでは充分ではなく、関連テーマ
を話題提供し、それについて意⾒交換する相談会の体制によりニーズが確認できた。相談する・される関係では
なく、同じ課題に対して知恵を出し合う場を設定するコーディネートの役割が求められる。またコロナ禍におい
てオンラインの場がつくりやすい状況にあり、相談の在り⽅は1対1よりも知恵を出し合う場を設けることの⽅
が、マッチすることが確認できた。いろいろなテーマを設けることで、地域の個性が浮かび上がりつつある。続
けることにより、地域の特徴や積み重ねによって個性を知り、互いの認識をあわせて情報を出し合うことが良い
と理解できた。当初想定した課題に対する有効な⽀援⽅策の展開から、コロナの状況により、⽀援する・される
関係性がリセットされた。その中で役割を模索している。

UDワーク

ほぼ計画通り

①サポートサイト活⽤事業では、チャットボットを実装しガイド機能性能を⾼めている。またイベント申込みや
サポート体制のアクセシビリティの改善すべき課題が上がってきている。②オンラインサポート事業では、学⽣
スタッフを中⼼にイベントオンライン化のサポートや初めてのオンラインレッスンを開始している。サポート内
容のバリエーションも増やしつつある。③地域啓発（浸透）事業では、社協や地域団体などと協働をしている
が、オンラインへの必要性の低さや抵抗感を感じることが多い。実績による有⽤性やリスク低減、サポート体制
強化をはかり、安⼼して活⽤できるプラットフォームが必要。

特定非営利活動法人チャイ

ボラ

遅延あり

申請時に出した⽬標からは⼤きく未達。申請の時点は1年間で全国の社会的養護施設に窓⼝の告知を施設⻑宛てに
郵送で送り認知を取るという計画を⽴てていたが、実際動き始めると施設の内情がより劣悪な施設ほど、施設⻑
が窓⼝の存在を現場に伝えないことが⾒えてきた。よって、企画を⼤幅に変更。オンラインで施設⻑向け、その
他⼀般職員向けと⼤きく2種類のオンライン研修を⽉2~3回のペースで実施。そこで集まった職員に対し窓⼝のこ
とを丁寧に伝え、相談窓⼝のカードの配布を希望する施設または職員に発送を⾏う。こうすることで、どんな団
体が何を⽬的に運営しているのかをしっかりと理解してもらえるので安⼼感につながり、地道ではあるが結果周
知のスピードと利⽤者数を伸ばすことになると考えている。

特定非営利活動法人ボラン

タリーネイバーズ

遅延あり

Webサイトデザイン、シート制作が遅延しているが、9/9(救急の⽇)を⽬指して準備を進めている。コロナ感染拡
⼤により消防も救命講習の開催が難しく、シートの提供先を⾃治体にも拡⼤し、⾃治体を通して学校や地域住⺠
への配布も⾏いたい。シートの配布場所が講習だけでなく学校などそもそも講習を受ける場ではない場所も想定
しなければならず、無関⼼層でも啓発できるような内容にCPRTBシートおよびWebサイトのコンテンツを変える
必要があり、その内容の考案とデザイン制作に想定より時間がかかっており、まだ消防組織や⾃治体への提供は
できていない。

特定非営利活動法人　親子

の未来を支える会

ほぼ計画通り

想定以上の賛同者が集まり、電話相談サービスについては約30⼈の相談員の育成を進めている。当初の予定より
チームビルディング、相談員研修等に時間がかかっているが、7⽉より本格稼働。胎児の⽗を対象としたブック
レットの作成にも着⼿しており、7⽉中の発⾏を⽬指す。相談事例の分析（研究）や外部向け研修の実施等につい
ても準備を開始した。

特定非営利活動法人

DAKKO

ほぼ計画通り

当初想定していた⼦育て広場と病院家庭訪問は実施できていない。そのかわり、オンライン個別相談を実施し、
これまで約5名の参加があった。オンラインセミナーの参加者⼈数は延べ、150⼈を超える。（5⽉時点）オンラ
イン開催により、横浜市のみならず、東京や埼⽟からの参加者がいるため、当初の想定より多くなった。横浜市
⼦育て広場、横浜市⾏政と連携することで、告知ビラ配布（約30か所）にご協⼒いただき、多胎家庭⽀援の知名
度アップに貢献いただいた。助産師会との連携により、セミナーでの登壇いただく助産師を3名派遣いただいた。

一般社団法人ファストエイ

ド



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

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

実⾏団体への助成に充当される費⽤

プログラム・オフィサー関連経費
合計

\212,500,000 \212,500,000
事業費

管理的経費 \18,071,061 \19,423,377 \37,494,438 \27,772,785 74%

⾃由記述

・アウトプットとして設定している数値⽬標は「3. 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」以外は⼤幅に⽬標を超えて達成され
る⾒込みである。
・どの実⾏団体からも「コロナ禍の影響で⽀援を必要としている⼈が急増している」という声が上がっており、この点がアウトプット1と2の数値としても表れて
いると考えている。
・反⾯、3については、特に⼦育て家庭を⽀援する団体より「感染が怖く、外出できない」「デマと思われる情報に基づいた相談を受けることが増えた」など、他
の活動領域と⽐べて情報を届けにくい、また、⽀援先がより孤⽴を深めている状況が推測されている。

上記の⽀援団体の声も通じ、コロナ禍で社会的弱者と表現されるような⽅々の数が⼤幅に増えていること、また⽀援領域間では⽀援へ繋がれるかどうかの差も⽣ま
れていることが改めて浮き彫りになっている印象を持っている。

2020年度 2021年度 合計
100%\106,250,000 \106,250,000

執⾏⾦額 執⾏率

\0 \0 \0 \0 #DIV/0!

\124,321,061 \125,673,377 \249,994,438 \240,272,785 96%

計画通り

実施済み、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。

活動 進捗状況 概要

▼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。

ほぼ計画通り
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、1団体がCFの実施を選択肢に⼊れてファンドレイジングを検討している。

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

ほぼ計画通り

・採択団体間：ピアサポート会を6⽉・10⽉に開催。12⽉にも実施予定。
・個別団体：
ー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。
ー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。
ーフォークロア：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、イベントなどを模索中。

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

計画通り
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ている。

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。

計画通り

・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。
・6⽉から：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している。

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して
いる。

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。



Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

有

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

※上記、21年10⽉末出⾦分までの記載（管理費は9⽉末対象分までの記載・残りの執⾏対象期間は6か⽉（21年10
⽉〜22年3⽉））

・実⾏団体の事業期間は最⻑の団体で22年2⽉まで。各実⾏団体への助成⾦の⼊⾦は9⽉末で完了済み。
・FDO業務（事業管理や伴⾛・報告等）は22年3⽉まで。管理的経費については概ね予定通り執⾏中。

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

・実⾏団体の事業において、「対⾯での活動を想定」「医療機関との連携が必要」の内容を含む事業については、新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に⻑
引く現状があり、オンライン化やスケジュール変更を余儀なくされることがあった。オンライン化が進められるものについては積極的にオンライン化・計画修正を
進めていただくとともに、期限を切って活動いただいている。

・複数回の緊急事態宣⾔等の発出で、⾏政が関わる⼿続き変更や混乱が、実⾏団体の計画変更や遅延に影響していることも散⾒された。⾏政の⼿続き変更等による
活動影響については、定期的なスケジュールの⾒直し等の対応を⾏うことが次善となっている。（⼀⽅で団体負担が⼤きくなること、不確実性が⾼いことは課題）

補⾜説明

本事業開始のPRリリースが各種WEBメディアに掲載。（⼀部抜粋）
①オールアバウト
https://news.allabout.co.jp/articles/p/000000151.000031325/
②THE BRIDGE
https://thebridge.jp/prtimes/361299

事業告知WEBサイト（公募要領の掲載、採択発表等）
https://fund.readyfor.jp/covid19

将来的に当社WEBサイトでの事業紹介のなかで、本休眠預⾦基⾦事業の活動について抜粋報告をさせていただく検討をし
ております。

内容ガバナンス・コンプライアンス体制 状況

⾃由記述

・実⾏団体は各領域において懸命に活動されており、⽀援数も格段に増えてはいるが、本来⾏政が⾏うべき⽀援まで⺠間団体がギリギリの状態でサポートしている
現状も⾒受けられる。
・⼒があり、規模の⼤きな団体は適切な⾏政・連携先へ繋げられているようだが、⾏政との棲み分けや、⺠間の領域を越える前に適切な公共サービスにつながる仕
組みづくりなどは実⾏団体の努⼒だけではなく、⾃治体や国もより積極的に参加する形で⾏われるべきではないかと考える。
・またNPOなど⾮営利⺠間団体のほとんどは少⼈数で、⽬の前の⽀援に精⼀杯であることが実情であり、組織体制の強化を⽬的とした⼈員的・資⾦的な余裕が⽣み
出される構造が存在しないと改めて認識している。継続的な公益活動の強化拡⼤に向けては団体のキャパシティビルディング（事務局や経理、資⾦調達担当の雇⽤
等）を資⾦使途とする助成プログラム等が待望されると考えており、弊社でも検討を進めて⾏きたく思っている。

Ⅷ. 広報実績 

内容広報内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

広報制作物等

報告書等

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。

2.  内部通報制度は整備されていますか。 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 情報公開をWebで⾏っています。

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


