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2019 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年  １０月  ２９日 

● 事 業 名 ： 医療的ケア児と家族の夢を寄付で応援  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人お金をまわそう基金 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： 有 ☐無 

 

①  実績値 

【資金支援】 

 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

①支援対象の子どもとその家族

の旅行や夢の実現をサポートす

る機会を実施  

   

①実施した回数 

②参加した人数 

  

①87 回 

②2,580 人  

2023 年 3 月まで NPO 法人 Lino:事業開始〜8

月まで、インクルシネマを 12

回実施、参加者 778 名。海洋

リハビリ 1 回実施、参加者６

名。 

難病の子どもとその家族へ夢

を：家族全員旅行を 6 回、当

事者・家族 48 名参加 

３ 
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②支援対象の子どもとその家族

同士が交流や相談をする機会を

実施    

①実施した回数 

②参加した人数 

  

①15 回 

②120 人"  

2023 年 3 月まで 難病の子どもとその家族へ夢

を：6 回実施（内、2 回はオン

ライン）、当事者、家族 111 名

参加 

３ 

③コロナ禍の影響で外出や退院

が困難な支援対象の子どもとそ

の家族にオンラインを活用した

サポートを実施  

実施した回数 

 

12 回実施  2021 年 8 月まで 難病の子どもとその家族へ夢

を：7 回実施、当事者・家族 97

名参加 

３ 

 

【非資金的支援】 

アウトプット 指標 目標値 達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

寄付募集のページ作

成、公開 

①実行団体に関心を持った人

に、その現状や取り組みが分

かりやすくまとめらえている

か。 

②寄付者が迷わずに寄付でき

る状態か。 

実行団体と当団

体の双方が確認

し公開できる状

態 

2020 年 4 月まで ① 実行団体３団体分の寄付募集ペ

ージを作成。 

② 寄付募集を行い、３団体中２団体

（難病の子どもとその家族へ夢

を、ア・ドリーム・ア・デイ in 東

京）が目標金額を達成。残り 1 団

体（Lino）も、８割を達成し、寄

付者が抵抗なく寄付できる状態

を提供できた。 

２ 
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実行団体のホームペ

ージや SNS の改修・

作成 

実行団体が取り組む事業や活

動を実行団体が随時発信で

き、支援者などが確認できる

状態にする。 

実行団体が遅滞

なくイベントな

どの情報を発信

できる状態 

2023 年 3 月まで 1 実行団体（Lino）が、2021 年 6 月

に団体ホームページをリニューアル。

イベント案内やお知らせを分かりや

すく表示できるように改修した。 

3 

実行団体へセミナー・

体験会などのイベン

ト企画 

希望する実行団体へ、自身の

活動を広めるための機会を提

供した回数と、参加者数 

実行団体１団体

ごとに半期に 1

度開催し、1 度

に 30 名の参加

者を目標にす

る。 

2023 年 3 月まで コロナ感染拡大により活動が自粛さ

れ、セミナー・イベントの体験会を実

施できていない状態。2021 年 10 月

に、１実行団体（難病の子どもとその

家族へ夢を）とセミナー開催を予定し

ている。 

３ 

実行団体向けに、組織

基盤強化や事業拡大

するためネットワー

クの提供などの支援

を行う 

支援を実施した回数と、参加

団体の満足度 

①全ての実行団

体に対し、1 年

に 1 支援以上実

施 

②全ての団体が

有意義な支援だ

ったと回答 

2023 年 3 月まで ① A)2020 年 10 月に、休眠預金実行

団体２団体（難病の子どもとその

家族へ夢を、ア・ドリーム・ア・

デイ in 東京）を含めた当財団助

成先団体の子ども分野に特化し

て交流会を実施。ファンドレイズ

の事例共有や他団体との交流の

場を提供した。 

B)１実行団体（Lino）に、伴走支

援の経験があるプロボノ（二枚目

の名刺の事業推進スタッフ）を紹

介。 

② A)参加できた２団体（難病の子ど

3 
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もとその家族へ夢を、ア・ドリー

ム・ア・デイ in 東京）からは、他

団体の活動の知見を得たり新た

な団体とネットワークを築くこ

とができたりして有意義だった

との感想を頂いた。 

B）当財団とプロボノ（二枚目の

名刺の事業推進スタッフ）の伴走

支援で、団体の意義の再確認や事

業の優先順位付けを行い、基盤を

強化するための準備を整えた。 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 

 

 

 

② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  3.課題がある 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐変更なし 短期アウトカムの内容 短期アウトカムの表現  短期アウトカムの指標 ☐アウトカムの目標値 
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 B：課題の要因を簡潔に記載してください 

 新型コロナウィルスの影響で活動量が減ってしまったことにより、社会への波及効果が小さくなってしまう。 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

旅行事業や交流イベントの延期・取り消しが相次ぎ、実行団体の担当者が意気消沈しがちであったため、月 1 回の定例 MTG の場を活用

し、モチベーションの維持や対話、提案の場になるよう努めた。それにより、オンラインを活用した新たな支援事業の企画や新たな寄付事

業の発案、対面事業の改善等につながったとの声を頂いた。 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

2.広報制作物等       

3.報告書等 

2020 年度アニュアルレポート 

https://okane-kikin.org/woknp/wp-content/uploads/2021/07/2020annual_report.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://okane-kikin.org/woknp/wp-content/uploads/2021/07/2020annual_report.pdf
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2019 年度事業 中間評価報告書（資金分配団体） 

評価実施体制 

内部／ 

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 実行団体ヒアリング・アンケート  事業担当者 

内部 実行団体ヒアリング・アンケート  事業担当者 

外部 データ分析・評価全般のアドバイス  評価アドバイザー 

 

A) 事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

【資金支援】 

指標 目標値 

 

達成時期 これまでの活動をとおして把握している変

化・改善状況  

①支援地域において、本事業

に参加した子どもや家族が

日常生活を前向きに過ごせ

る状態になる  

   

より前向きに過ごせるようになった

参加者の割合 

    

2023 年 3 月まで 難病の子どもとその家族へ夢をと Lino が期

間内に実施した旅行や交流事業の参加者か

らは、「外出や旅行に自信がついた」「また旅

行に行きたい」「達成感を感じた」等、心理的

に前向きな状態になったという回答が 85％
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   以上にのぼった。 

②きょうだい児が我慢する

ことなく楽しい時間を過ご

せる状態になる  

   

思い切り楽しめたきょうだい児の割

合    

2023 年 3 月まで 上記①の中で家族としてきょうだい児も「前

向き」な状態になったことは確認できるが、

実行団体のアンケートで、明確に「きょうだ

い児」と分けられたものがなかった。今後は

目標値として数を把握するよう実行団体と

再確認した。 

 

 

【非資金的支援】 

指標 目標状態 

 

達成時期 これまでの活動をとおして把握している変

化・改善状況  

①支援地域において、実行団

体へのファンドレイズ支援

により、対象となる子どもや

家族に対する支援が活性化

される   

  

①お金をまわそう基金を介した寄付

が 1 年目と比較して 3 年目の寄付者

数が 50％以上増加 

  

2023 年 3 月まで ①事業実施から 2020 年 3 月末時点の延べ寄

付者数は下記の通り。（カッコ内は評価時点） 

Lino:51 名（59 名） 

ドリーム：19 名（19 名） 

H＆W：50 名（58 名） 

計画通りに助成金を消化できていないため、

今後寄付募集を予定通りの金額で行うかを

検討中。場合によっては、目標状態を変更す

る必要がある。 
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② アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

   

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値を達成の見込みがある 

 □ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

  短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

新型コロナの影響を受け、全ての団体が計画した活動の

縮小や中止、延期を余儀なくされた。事業が実施できた

部分については当事者の満足度は高かったものの、当初

予定したアウトプットを達成するほどの進捗には至ら

なかったものもあった。 

・NPO 法人 Lino 

旅行事業はコロナの影響を大きく受けたが、インクルシ

ネマについては規模を縮小しながらもほぼ予定通り開

催。中間評価時での目標値の６割の参加者を得て参加者



9 

 

 □ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

からは高い満足度を得られた。旅行ほどコロナ感染リス

クが高くないお出かけ事業に注力し、活動を実施でき

た。 

・ア・ドリーム・ア・デイ in 東京 

コロナ感染を避けることを最優先する、という団体理事

である医師の判断により、全ての旅行事業・交流事業を

見合わせたため、中間評価の時点で活動は実施できなか

った。アンケートやヒアリング等により、受益者も旅行

を希望しない旨を確認し、代替案を別途検討するに至っ

た。 

・難病の子どもとその家族へ夢を 

旅行事業は十分な回数を実施できなかった。交流会につ

いてはオンラインへの切り替えがスムーズに行うこと

ができ、中間評価時での目標値は、実施回数は満たなか

ったものの、参加者の目標値は達成し、高い満足度を得

られた。 

 

実行団体の実施する事業が縮小すると、当財団を通して

の寄付募集額が少なくなるため、寄付者数の増加が必ず

しも成果として現れない可能性がある。現時点では全団

体とも活動が増えていく見込みだが、資金計画を踏まえ

てアウトカムの指標を検討していく。また、事業の拡大

についても、社会状況を鑑みて、何をもって「拡大」と
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定義するかを検討する。 

 

 

B) 事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

実行団体による活動は、社

会環境の変化に応じて適

宜計画を見直し、真のニー

ズに応じた活動が実施さ

れているのか。 

 

 

２団体が、計画を変更

し活動を実施してい

る。１団体が、計画の

変更はできたが活動

は未実施。 

すべての団体がイベントの見送りや中止を余儀なくされる状況では

あったが、オンライン実施に変更したり、イベント参加定員を削減

したりして、２団体は事業を実施することができた。また、コロナ

リスクを回避するため 1 年程度事業を見送っていた１団体は、受益

者へのアンケートをもとに事業内容を変更し、秋以降実施に向けて

準備を進めている。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事業を通じて新たなアイ

デアが生まれたか 

 

 

３団体中 2 団体が、２

つ以上、1 団体が１つ

アイデアが生まれた

と回答。 

毎月 1 回の MTG をオンラインまたは対面で実施し、新たな企画や

事業改善等の提案を速やかに行ったことで、新たな寄付事業や SNS

の活用方法、既存の事業の改善等のアイデアにつなげることができ

た。 

組織基盤強化・

環境整備 

組織基盤強化に役立った、

当財団や JANPIAの具体的

サポートがあったか 

 

３団体中すべてが、あ

ったと回答。 

定期的な月次 MTG や JANPIA から提供される情報により、アウト

カムや活動の必要性、外部強化の重要性についてイメージを持つこ

とができたり、経営判断に迷っている時に速やかに相談し不安の解

消ができたという回答があった。 
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実施状況の分析

 

  

コロナ追加助成によるオ

ンライン事業が、対象グル

ープに有効なサポートと

なっているか 

リアル事業では生ま

れなかったポジティ

ブな変化の数が２つ

以上ある状態 

オンラインで実施したことにより父親同士の交流が生まれ、リアル

ではつながりにくい父親同士のコミュニティが生まれた。オンライ

ンイベントできょうだい児に役割を与えることで、自信を得たり自

己の確立にもつながっていると見受けられた。 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

本事業は医療的ケア児とその家族等の孤立の解消を目的としており、そのため当事者に外出機会の提供により自信をえられたか等の気

持ちの変化を検証することが評価において特に重要であると定義していた。しかし、新型コロナウィルスの影響により、外出を望まな

い当事者も一定の割合で存在することとなり、「外出機会の提供で自信をつける、前向きになる」という効果が、必ずしも当事者の期待

するものとは言えない状況に変わってしまった。また、コロナ感染防止の観点から当事者家族同士やボランティアとの交流が困難にな

り、社会との接点を持ち孤立を解消するという効果を得るもの難しい環境となってしまった。 

それらの点を、資金分配団体と各実行団体との MTG、各実行団体による当事者へのヒアリング等により、規模を縮小したり外出先を

変更したりすることで、当初とは異なるアプローチ方法でアウトカムを達成できるよう試みている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

当財団のイベントにて、実行団体「難病の子どもとその家族へ夢を」の女性和太鼓団が演奏する機会を 2 度提供する機会があった。

JANPIA 事業とは直接関係のないイベントではあるが、合計 100 名程度の観客の前で演奏し、あわせて団体の代表者が団体の存在・意

義を説明、団体の認知度向上につながった。 
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④ 事業計画（資金分配団体）の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  受益者や対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

  事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

  残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

  短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成する

ために、 

 事業計画は適切に改善されたといえる 

評価アドバイザーからの助言や実行団体との話し合い等をベースに、対象を明確

に再定義したり、状態を具体化したりすることによって、より分かりやすい事業

計画に変更できたと考える。 
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☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

と自己評価する 

 


