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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 ： 当事者会のピアサポート支援事業 生きづらさを抱えた者に対する当事者活動支援事業  

● 資金分配団体 ： 社会福祉法人中央共同募金会 

● 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

＊ 

 

当事者活動の数、当事者会

や家族会の支援者数が増

え、最終的な受援者が増え

る 

＜全国ネットワーク団体

＞ 

当事者会・家族会の会員

数、研修への参加者数ホ

ームページの閲覧数 

＜直接的な支援を行う団

体＞ 

活動の参加者数、相談者

数 

全国 6 ブロックにおいて、

組織基盤が確立された当

事者会、家族会が活動を行

っており、各指標において

数の増が見られる状態 

2023 年

3 月 

当初の指標を「全国の当事者会、

家族会数」に設定していたが、コ

ロナ禍の状況の中で組織数自体の

増加は困難であり、全国ネットワ

ーク団体に対する指標を「当事者

会・家族会の会員数、研修への参

加者数、ホームページの閲覧数」、

直接的な支援を行う団体に対する

指標を「活動の参加者、相談者数」

に見直し、達成状況を確認した。 
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＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症当事者や家族による「つど

い」が運営されるよう、支部に対

して当事者主体に主眼を置いた運

営者研修会を初めて実施した結

果、20 名の当事者が参加するとと

もに、130 名の会員が参加した。 

＜KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会＞ 

自らのひきこもり経験を活かし同

じ目線で支えあるピアサポーター

活動を行えるよう、家族会で活動

するひきこもり経験者や家族など

を対象に、「ひきこもりピアサポー

ター研修」を実施し、56 名が認定

者となる見込みである。 

また、ホームページの閲覧者数や

SNS でのシェア数が増加傾向であ

ることから、支援を必要とする人

が適切な情報につながることで、

結果的に受援者数の増加につなが

ったと考えられる。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 
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DV 被害を受けた母子による当事

者活動が述べ 176 回実施され、42

名が参加した一方で、DV 被害に

関する電話相談総数が述べ 1475

件までのぼり、今後は参加者から

当事者性を活かして各事業の運営

への参加を希望する人が増加する

ことが期待される。 

当事者活動の数が増え、地

域的な広がりが出る。 

＜全国ネットワーク団体

＞ 

当事者会、家族会の会員

における支援者数 

 

＜直接的な支援を行う団

体＞ 

団体の活動における支援

者数 

全国6ブロックそれぞれに

おいて組織基盤が確立さ

れた当事者会、家族会と連

携・協働している当事者

会、家族会がひとつ以上設

立されている状態 

2023 年

3 月 

当初の指標を「当事者会、家族会

を支援する人材数」に設定してい

たが、実行団体の組織形態を考慮

する必要性があることから、全国

ネットワーク団体に対する指標を

「当事者会、家族会の会員におけ

る支援者数」、直接的な支援を行う

団体に対する指標を「団体の活動

における支援者数」に見直し、達

成状況を確認した。 

＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症当事者による「つどい」が

運営されるよう、支部に対して当

事者主体に主眼を置いた運営者研

修会を初めて実施し、20 名の当事

2 



4 

 

者が参加した。 

今後は各支部がモデル事業として

「本人が活躍できる本人交流会」

を実施する予定であり、支援者と

して運営に携わる人が増加すると

考えられる。 

また、研修会には 130 名の会員も

参加し、活動の中心となる「介護

家族支援」について考察する機会

となり、今後の支部活動の広がり

や深まりが期待される。 

＜KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会＞ 

自らのひきこもり経験を活かし同

じ目線で支えあるピアサポーター

活動を行えるよう、家族会で活動

するひきこもり経験者や家族など

を対象に、「ひきこもりピアサポー

ター研修」を実施し、2020 年度は

47 名の認定者が誕生し、56 名が認

定者となる見込みである。 

今後は主に家族会を実践の場とし

て、運営に携わる人が増加すると
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考えられる。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

DV 被害を受けた母子による当事

者活動を述べ 176 回実施し、42 名

が参加し、今後は参加者から当事

者性を活かして各事業の運営に携

わる人が増加すると考えられる。 

当事者が支援者となった

り、当事者会を新たに立ち

上げるなどで、当事者自身

による発信の機会が増え

る。 

当事者自身が発信した回

数  

全国 6 ブロックにおいて、

組織基盤が確立された当

事者会、家族会が活動を行

っており、各指標において

数の増が見られる状態 

2023 年

3 月 

当初の指標を「当事者や元当事者

が運営する相談・支援の拠点数、

人材数」に設定していたが、アウ

トプットに対して指標が適切でな

かったため、「当事者自身が発信し

た回数」に見直し、達成状況を確

認した。 

＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症当事者による「つどい」が

運営されるよう、支部に対して当

事者主体に主眼を置いた運営者研

修会を初めて実施した結果、20 名

の当事者が参加した。 

また、当事者自身が講演等で発表

する事例が各地で出てきている

が、定量的な実態把握が困難であ
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るため、測定方法について検討し

たい。 

なお、研修会には 130 名の会員も

参加し、活動の中心となる「介護

家族支援」について考察する機会

となり、支部活動で介護家族支援

を深めている事例が出てきている

が、上記と同様に定量的な実態把

握が困難であるため、測定方法に

ついて検討したい。 

＜KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会＞ 

自らのひきこもり経験を活かし同

じ目線で支えあるピアサポーター

活動を行えるよう、家族会で活動

するひきこもり経験者や家族など

を対象に、「ひきこもりピアサポー

ター研修」を実施し、56 名が認定

者となる見込みである。 

また、当事者自身が講演等で発表

する事例が各地で出てきている

が、定量的な実態把握が困難であ

るため、測定方法について検討し
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たい。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

DV 被害を受けた母子による当事

者活動を述べ 176 回実施し、42 名

が参加した。 

今後は当事者活動を啓発していく

ことにより当事者自身の発信機会

が増えていくことが期待される。 

活動の広がりや発信の機会

増を通じて、当事者活動そ

のものの社会的認知が広が

る。 

マスコミやメディアに掲

載された数、ホームペー

ジの閲覧数の数 

組織基盤が確立された当

事者会、家族会において、

常時新規相談の受付が行

われ、ネットワークでの援

助が行われている状態 

2023 年

3 月 

当初の指標を「相談支援対象とな

る当事者や家族の数」に設定して

いたが、アウトプットに対して指

標が適切でなかったため、「マスコ

ミやメディアに掲載された数、ホ

ームページの閲覧数」に見直し、

達成状況を確認した。 

＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症の啓蒙を目的とした「世界

アルツハイマーデー」は 2 社の新

聞掲載、認知症のことをより深く

理解いただくための「ガイドブッ

ク」は 1 社の新聞掲載及び 1 社の

Web 配信、認知症と診断された本

人と家族へ伝えたいことをまとめ
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た「ハンドブック」は 1 社の新聞

掲載による実績があり、認知症へ

の正しい理解を促進するための活

動に対する認知が広がっていると

考えられる。 

＜KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会＞ 

ひきこもりピアサポーター研修認

定者 13 名に対するインタビュー

動画をホームページに掲載する等

の工夫を行うことで、ホームペー

ジの閲覧者数やSNSでのシェア数

が増加傾向である。 

また、自治体での研修や講演会に

おいてピアサポーターとしての体

験発表の依頼も増加していること

から、ピアサポート活動に対する

認知が広がっていると考えられ

る。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染拡大下に

おいて、DV 被害が社会問題とし

て認知され、ニュースにも取り上
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げられることも多くなった。 

また、ネット上でも内閣府の取り

組みとして、Yahoo との協働企画

により紹介されたことも一因とし

て、電話相談総数が述べ 1475 件に

までのぼり、DV 被害者支援を行

う（当事者）団体といった認知が

広がっていると考えられる。 

当事者活動同士の連携協働

数が増える。 

異なった課題に取り組む

当事者会や家族会におけ

る連携協働数 

異なったブロック間、また

は課題を超えたネットワ

ークが構築され、機能して

おり、他の地域や活動に対

して開かれている状態 

2023 年

3 月 

当初の指標を「異なった課題に取

り組む当事者会や家族会における

連携協働数ネットワーク構築数」

に設定していたが、アウトプット

に対して指標が適切でなかったた

め、「異なった課題に取り組む当事

者会や家族会における連携協働

数」に見直し、達成状況を確認し

た。 

＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症当事者や家族による交流を

図るための場である「つどい」に

おける運営者の人材育成や後継者

養成に関する会議、素質向上のた

めの研修会等を実施し、全国の支
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部同士によるノウハウ共有や情報

交換が行われるなど、連携協働数

が増加したと考えられる。 

＜KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会＞ 

自らのひきこもり経験を活かし同

じ目線で支えあるピアサポーター

活動を行えることを目的とした

「ひきこもりピアサポーター研

修」において、参加者同士による

家族会活動での実践事例の共有を

行ったり、また、ピアサポーター

がＳＮＳを積極的に活用し、地域

を超えて交流を図るケースが生ま

れるなど、連携協働数が増加した

と考えられる。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大

するなかで、ＤＶ被害を受けた母

子からの相談内容が、緊急的に支

援が必要と判断するケースが増え

ため、専門機関との連携を図り、

解決に向けて繋ぐこともあった。 
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また、line 相談で、親からの虐待で

希死念慮の高いと判断したケース

について、数カ月間かけて信頼関

係を構築し、line 相談から電話相

談、直接面談へと移行、さらには

被害者をステップハウスに入居さ

せ、最終的には医療機関に繋げた

ケースもあったなど、連携協働数

が増加したと考えられる。 

 

【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

＊ 

 

ネットワークのプラットフォー

ム化を活性化するために、自立

して地域の社会福祉協議会との

連携や、都道府県共同募金会か

らの助成、企業へのファンドレ

イジングとの関係づくりが行え

るようになる状態。 

・都道府県共同募金会

からの助成実績 

・企業からの寄付実績 

・地域の社会福祉協議

会との連携実績 

 

全国団体に対して助成を行うこと

により、組織基盤が確立された当

事者会、家族会について、各指標

において数の増が見られる状態

  

  

2023 年 3

月 

・都道府県共同募金会

と連携した実行団体支

部におけるファンドレ

イジング実績：3 支部・

681,809 円（2021 年 3

月末時点） 

・都道府県共同募金会

から実行団体支部への

２ 
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助成実績：のべ 44 事

業・10,450,781円（2021

年 3 月末時点） 

・企業から実行団体へ

の寄付やボランティア

件数：1 件（2021 年 10

月 18 日時点見込み） 

・全国ネットワーク組

織の支部と地域の社会

福祉協議会との連携実

績は多数見られるが、

定量的な実態把握が困

難であるため、測定方

法について検討した

い。 

＊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 



13 

 

 B：課題の要因を簡潔に記載してください 

 ・資金分配団体における資金的支援の短期アウトカムについて、実行 3 団体の各短期アウトカムと乖離が生じていることを中間評価によ

って判明したため、中長期アウトカムを見据えながら実情に応じて計画の見直しを行う必要がある。 

・非資金的支援として実行団体の連携・協働を深められるような場づくりや団体自身によるファンドレイジングをサポートする取り組み

（ツール開発等）が当初スケジュールより遅延しているため、資金分配団体および実行団体のアウトカムを着実に達成できるよう計画

を見直し実践していきたい。 

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 

・新型コロナウイルス緊急助成を活用して、全国組織である実行 2 団体を通じて支部のオンライン環境を昨年度整備し、今年度は感染対策

に配慮し場所にとらわれない形によって各地でピアサポ―ト支援や支援者の研修会が展開され、当事者やその家族が繋がりを絶やさない 

よう工夫した。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全ての実行団体が当初計画の見直しを行うなかで、団体がめざす目標に対して事業・活動が行える

よう資金の使いみちを柔軟に対応した。 

・実行団体の取組みを SNS で発信するとともに、実行団体の事務における進捗状況に応じて、濃淡をつけながらもオンラインでサポート

を行っている。 

・実行団体の組織基盤をより強固にするため、本会および都道府県共同募金会が行う各種助成事業の周知を図るとともに、都道府県共同募

金会と実行団体の支部が協働し、団体自らが社会課題を訴え寄付を募るテーマ型募金を、2022 年 1 月～3 月実施に向けて感染対策に配

慮しながらオンラインで展開できるよう準備を行っている。 

・実行団体における企業連携を見据え、2021 年 11 月実施を予定している「with コロナ時代を支える社会貢献セミナー～新たな社会的孤立

の現状と「誰一人取り残さない」地域共生社会の実現に向けて～（仮）」のオンライン開催に向けて準備を行っており、実行団体含めた

参加者が企業と交流を深められる場を企画している。 

・企業から特定の実行団体に対するボランティアの申し出があり、両者のニーズを確認し実現に向けた調整や場づくりをオンラインで行っ

た。 

 



14 

 

 

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 

中央共同募金会令和 2 年度年次報告書 
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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 

外部    

外部    

外部    

外部    

外部    

内部    

内部    

内部    

内部    

内部    

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  

当事者会や家族会の ネットワークとして事例 2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 
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ネットワーク構築の

広がり 

に対処することができる。

アクセシビリティを確保

するとともに、対処すべき

組織で適切な対応ができ

る 

新型コロナウイルス感染症拡大する状況のなかで、全国 47 支部におい

て、認知症当事者や家族が交流・情報交換を行う場である「つどい」を

開催できない状況が継続したが、支部に対してインターネット環境・感

染防止対策整備や Web 会議システム使用説明会、オンラインで運営者

研修等を実施することで、支部によってはオンライン上もしくは感染対

策に配慮した「つどい」を開催することができ、認知症当事者や家族同

士が支え合う機会を創出することができた。 

＜KHJ＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大する状況のなかで、全国 8 ブロックの家

族会におけるピアサポート活動が困難な状況が継続したが、支部に対し

てパソコンの無料貸与や IT でのサポート活動等を実施することで、「ひ

きこもりピアサポーター研修」の認定者がリーダーを務めて当事者会を

開催したり、家族会に積極的に関わる等自発的な活動を促進することが

できた。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染拡大下において、DV 被害が社会問題として認

知されるなか、直接的な支援を行う団体として、電話相談総数述べ 1475

件に対応し、ハイリスクと判断した案件については他団体や医療機関に

繋ぎ、アクセシビリティを確保するとともに、対処すべき組織で適切な

対応ができるよう調整することができた。 

当事者会や家族会の

地域的広がり 

それぞれの地域で当事者

会、家族会が見える存在で

あり、気軽に相談できる窓

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症への正しい理解を促進することを目的として、本部および支部に

おいて、啓発リーフレット配布や講演会、ライトアップ等を実施し、新



17 

 

口として認識されている

  

たに図書館や商業施設、企業にも啓発活動を行うことで、広く認知症の

人と家族の会の活動を周知でき、支部によっては入会者が増加するケー

スが見られた。 

＜KHJ＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のなかでも、支部によっては

オンラインを活用してひきこもり家族会の定例会や交流会等を実施す

ることで、社会的に孤立した人が家族会に繋がり、初めて参加する会員

が増加したケースが見られた。なお、具体的な数値については調査中で

ある。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のなかで、DV 被害が社会問

題として認知され、電話相談総数述べ 1475 件に対応してきた。また、

DV 被害を受けた母親の心理教育プログラムや子どもの自己肯定感を高

める企画を、感染対策を配慮し 

オンラインや日帰りに計画変更することで、相談・支援の機会を確保す

ることに努めたこともあり、実数 19 名に参加いただき、参加者のなか

にはジェンダー意識に気づき、対等で暴力的ではない解決方法を志向し

始める方も生まれてきている。 

当事者で支援者とし

て活動する者の広が

り  

それぞれの当事者会が当

事者自らの手で運営され

ている 

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症当事者や家族による「つどい」が運営されるよう、支部に対して

当事者主体に主眼を置いた運営者研修会を初めて実施し、20 名の当事者

が参加した。 

本研修会をうけ、今後は各支部がモデル事業として、「本人が活躍できる
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本人交流会」を実施する予定であり、当事者自らが主体となって運営さ

れる見込みである。 

また、研修会には 130 名の会員も参加し、活動の中心となる「介護家族

支援」について考察する機会となり、今後の支部活動の広がりや深まり

が期待される。 

＜KHJ＞ 

自らのひきこもり経験を活かし同じ目線で支えあるピアサポーター活

動を行えるよう、家族会で活動するひきこもり経験者や家族などを対象

に、「ひきこもりピアサポーター研修」を実施し、2020 年度は 47 名の

認定者が誕生し、2021 年度は 56 名が認定者となる見込みである。 

今後、認定者の家族会全体における実践活動の回数をアンケート調査に

より把握していく予定である。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

DV 被害を受けた母親が、暴力ではないコミュニケーションを学び、誰

もが尊重される存在であることを学ぶ心理教育プログラムや、子どもが

安全な大人から、自分を尊重される存在であることを認識し、自分を大

切にできる体験等、当事者活動が述べ 176 回実施され、42 名が参加し

た。 

今後、DV 被害を受けた母親によるカフェ運営など当事者が主体となっ

た活動の広がりが見込まれる。 

潜在的な対象者の課

題認識の広がり  

自分の困りごとは支援を

受けることができると対

象者自身が認識できる状

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症と診断された当事者と家族に対して、希望をもって生きるために

できることや家族会の取り組み等を紹介したハンドブックを 30,000 部
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態 増刷し配布することで、当事者と家族が正しく認知症を理解し、支援者

とともに生きられることを認識でき、お礼のメッセージをいただくとと

もに新たな入会者が増加する支部もあった。 

＜KHJ＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のなかでも、支部によって

は、オンラインを活用してひきこもり家族会の定例会や交流会等を実施

したり、活動の周知を継続的に行うことで、社会的に孤立している人が

SOS を発信し、家族会に繋がったケースが見られた。 

また、ホームページの閲覧者数や SNS でのシェア数が増加傾向である

ことから、支援を必要とする人が適切な情報につながることで、結果的

に受援者数の増加につながったと考えられる。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大する状況のなかで、DV 被害が社会問

題として認知されることに加え、団体が行う活動をチラシで広報するこ

とで、DV 被害を受けた女性や子どもが SOS の声を発信でき、相談事業

や各企画に繋がるケースが増えたと考えられる。 

当事者会、家族会に

参加した者の QOL

の度合い  

参加した者の QOL が向上

し、当事者会や家族会への

参加率があがり、担い手が

確保されている状態 

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大する状況のなかで、認知症当事者とその

家族が交流を図ることを目的とした「つどい」が対面での実施が難しく

なるなか当事者の QOL が低下することが懸念されたが、支部によって

はオンラインを活用して開催することで、コロナ禍における参加者のＱ

ＯＲ向上につながったと考えられる。 

＜KHJ＞ 
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自らのひきこもり経験を活かし同じ目線で支えあるピアサポーター活

動を行えることを目的とした「ひきこもりピアサポーター研修」の認定

者を対象として、今後家族会での参加率を測っていく予定である。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

各事業を通じて、ＤＶ被害を受けた女性や子どもの意識や行動の変容に

つなげることができると考え、そうした変化を言語化して示すことがで

きるよう方法を今後模索していく予定である。 

ステークホルダーと

の連携の広がり  

それぞれの地域で当事者

会、家族会と協働し、具体

的な支援が行われている

状態  

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

認知症への正しい理解を促進することを目的として、新たに図書館や商

業施設、企業と連携を図り、ポスターの掲示やリーフレットの配架を行

うとともに、城やタワー等 102 ヵ所にも協力いただき、認知症支援の象

徴であるオレンジ色でライトアップし、オンラインで全国各地をつなぐ

イベントを初めて実施することができた。 

イベントには地元の行政や企業、施設の職員が参加し、今後のピアサポ

ート活動を展開するうえで、協力体制を深められたと考えられる。 

＜KHJ＞ 

官民連携によるお互いの強みを活かした繋がりを深めるため、ひきもり

支援やピアサポート活動、多機関連携に関心のある方を対象に、「ステッ

プアップ研修会」研修会を 2022 年 2 月に実施する予定であり、今後、

具体的な支援の実施に向けて家族会と行政・支援者との意見交換等が行

われる見込みである。 

なお、行政へピアサポーターを紹介した回数や行政との意見交換の回数

を把握していく予定である。 
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＜女性ネット Saya-Saya＞ 

新型コロナウイルス感染症が拡大するなかで、ＤＶ被害を受けた母子か

らの相談内容が、緊急的に支援が必要と判断するケースが増えため、他

団体との連携を図り、解決に向けて繋ぐこともあった。 

また、line 相談で、親からの虐待で希死念慮の高いと判断したケースに

ついて、数カ月間かけて信頼関係を構築し、line 相談から電話相談、直

接面談へと移行、さらには被害者をステップハウスに入居させ、最終的

には医療機関に繋げたケースもあったなど、地域におけるステークホル

ダーとの連携により、対象者の状況に応じた支援が行うことができたと

考えられる。 

【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  

地域の社会福祉協議会を通

じた地域福祉ネットワーク

との連携、都道府県共同募金

会からの被助成や企業から

の寄付受領により、運営基盤

が確保された当事者会、家族

会の数が増える 

活動が活発な地域組織が、それ

ぞれ支援者を確保して自立した

運営を行う状態 

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

2 支部において、都道府県共同募金会と連携し、団体

自らが社会課題を訴え寄付を募るテーマ型募金を実

施することで、383,168 円を獲得するとともに、述べ

38 活動において、都道府県共同募金会が 8,274,000 円

の助成を行った。 

また、本部においては、１企業との連携により、寄付

およびボランティア活動を受け入れる見込みである。 

なお、社会福祉協議会との連携については、地域にお

いて多数見られるが、定量的な実態把握が困難である
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ため、測定方法について検討したい。 

＜ＫＨＪ＞ 

1 支部において、都道府県共同募金会と連携し、団体

自らが社会課題を訴え寄付を募るテーマ型募金を実

施することで 298,641 円を獲得するとともに、述べ 6

活動において都道府県共同募金会が 1,726,781 円の助

成を行った。 

なお、社会福祉協議会との連携については、地域にお

いて多数見られるが、定量的な実態把握が困難である

ため、測定方法について検討したい。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

都道府県共同募金会や社会福祉協議会との連携等に

ついて、実態を把握できていないため、今後は実態を

把握するとともに、自立した運営ができるよう強化に

努めていくよう働きかけていく予定である。 

当事者会や家族会と目的を

同じくした団体と、プラット

フォーム的に支援を行う数

が増える 

活動が活発な地域組織が、自ら

プラットフォームを構築して支

援を行っている状態 

 

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

団体として、地域における社協や行政との連携は見ら

れるがプラットフォーム構築までには至っていない。 

＜ＫＨＪ＞ 

官民連携によるお互いの強みを活かした繋がりを深

めるため、ひきもり支援やピアサポート活動、多機関

連携に関心のある方を対象に、「ステップアップ研修

会」研修会を 2022 年 2 月に実施する予定であり、今
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後、具体的な支援の実施に向けて家族会と行政・支援

者との意見交換等が行われる見込みである。 

＜女性ネット Saya-Saya＞ 

団体として、自らプラットフォームを構築して支援を

行うことを計画に入れていないため、状況を把握して

おらず、今後は指標の見直しが必須である。 

プラットフォームがネット

ワーク化し、横のつながりの

なかで支援を行う数が増え

る 

プラットフォームがネットワー

ク化し、当事者、家族が全国的

に均一な支援が受けられる状態 

2023 年 3 月 ＜認知症の人と家族の会＞ 

すでにプラットフォームがネットワーク化されてい

る状況であり、47 支部同士において、「つどい」の運

営にあたってのノウハウや人材育成等について共有

するなど横のつながりを深めているが、このなかで支

援を行う数が増えているか実態を掴めていないため、

今後把握する必要がある。 

＜KHJ＞ 

すでにプラットフォームがネットワーク化されてい

る状況であり、8 ブロックにおいて、研修会やＳＮＳ

グループを通じて、ピアサポーター同士の交流が図ら

れているため、このなかで間接的な支援を行う数が増

えると見込まれる。 

<女性ネット Saya-Saya> 

深刻なケースを専門機関に繋げるなど、横のつながり

のなかで支援を行う数が増えている。 
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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 

 ☐ 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 

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、当事者・家

族同士による繋がりが絶えかねない状況下で、感染対策

に配慮し場所にとらわれないような新たな発想を取り

入れることで、全国各地でピアサポ―ト活動や支援者の

研修会等が展開され、当事者会や家族会のさらなる広が

りが見られた。また、このような取り組みを継続するこ

とで、潜在的な対象者へのアプローチができ、潜在的な

対象者で支援に繋がったケースも見られている。そし

て、共同募金会及び実行団体の相互によるネットワーク

を活用して、支部における特に財政基盤の強化に繋げら

れた事例も多数生まれていることを評価により確認が

できた。 

以上のことから、短期アウトカムの目標値を達成の見込

みがあると考えられる。 
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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 

・活動内容の進捗を確認す

る手法は適切か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・活動内容は計画どおりに

実施されているか 

・適切である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・概ね計画どおりに実

施されている 

・資金的支援における活動の進捗状況は、実行団体との定期的な面

談や実行団体が行う活動への訪問（オンライン）、進捗報告書・中間

評価報告書、ホームページ・ＳＮＳ等を通じて確認し、新型コロナ

ウイルス感染拡大下において当初計画から柔軟に見直しながらも、

計画に対して進捗していることを確認できた。 

また、非資金的支援における活動の進捗状況は、週 1 回の部内・担

当チーム会議や都道府県共同募金会・実行団体における各支部の連

携状況の定期的な把握等を通じて確認し、計画に対して進捗してい

ることを確認できた。 

以上のことから、活動内容の進捗を確認する手法は適切であると考

えられる。 

 

・資金的支援における活動内容は、実行団体との定期的な面談や実

行団体が行う活動への訪問（オンライン）、進捗報告書・中間評価報

告書、ホームページ・ＳＮＳ等において確認し、新型コロナウイル

ス感染拡大下において当初計画から活動内容に変更が生じたもの

の、計画の肝である中長期アウトカムの達成を見据え実態に合わせ

た柔軟な対応を行うができた。 

また、非資金的支援における活動内容は、週 1 回の部内・担当チー
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ム会議や都道府県共同募金会・実行団体における各支部の連携状況

の定期な把握等において確認し、一部アウトプットの定量的な把握

が困難なことケースもあったが、ファンドレイジングや助成を通じ

た組織基盤強化に繋げることができた。 

以上のことから、活動内容は概ね計画どおりに実施されていると考

えられる。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

・事業を通して新たなアイ

デアが生まれたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新たなアイデアが生

まれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全国ネットワーク団体の本部及び支部においては、これまで対面

を前提としていたピアサポーター研修やピアサポート活動が、新型

コロナウイルス感染症拡大下において実施が困難な状況に陥る事態

が生じた。当事者同士の繋がりが途絶え、さらなる孤独化・孤立化

も一時は懸念されたが、新型コロナウイルス対応緊急支援助成によ

り、全国各地の支部におけるオンライン環境を整えることで、新た

な形でピアサポーター研修やピアサポート活動を継続できたのみな

らず、ひきこもり当事者の経験的知識を活かした主体的な参加促進

やオンラインファシリテーション力の強化、認知症高齢者家族のＩ

ＣＴ強化等事務局や当事者同士による新たな工夫を重ね、さまざま

な困難を乗り越えてきた事例が生まれた。 

また、直接的な支援を行う団体においても、これまで対面を前提と

していた電話相談や講座・学びの機会提供が、新型コロナウイルス

感染症拡大下において実施が困難な状況に陥る事態が生じた。社会

的な課題として認知されながらも、DV 被害を受けた女性や子ども

が支援に繋がれず、被害の深刻化も一時は懸念されたが、団体とし

て感染対策に配慮しながら電話相談の体制を確保し、講座・学びの



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異なった課題に取り組む

実行団体間の連携・協働は

促進されているか 

 

 

 

 

 

 

 

・あまり促進されてい

ない 

機会もオンラインや日帰りで企画するなど新たな工夫を重ねること

で、対象者のなかにはジェンダー意識に気づき、対等で暴力的では

ない葛藤解決を志向するような変化がみられることもあった。 

以上のことを、実行団体へのインタビューや進捗報告書・中間評価

報告書等を通じて確認することができ、事業を通して新たなアイデ

アが生まれたと考えられる。 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大下で、実行団体自身の活動のみな

らず支部の活動を継続・発展させるような取り組みを緊急的に行う

なかで、本会として実行団体間の連携・協働を促進することができ

なかった。そのため、今後、実行団体間の連携を促進できるようお

互いの活動への理解を深め、実践に繋げられるような交流の場の機

会を持つ予定である。。 

組織基盤強化・

環境整備 

・実行団体の組織基盤はど

の側面でどの程度強化さ

れたか 

 

 

 

 

 

 

 

 ・都道府県共同募金会と連携した全国ネットワーク団体支部におけ

るファンドレイジング実績が 3 支部において 681,809 円であり、ま

た、都道府県共同募金会から全国ネットワーク団体支部への助成実

績がのべ 44 事業に対して 10,450,781 円であることを、都道府県共

同募金会および全国ネットワーク組織支部への直接観察することに

より把握できたとともに、 

本会を通じて企業から全国ネットワーク団体への寄付やボランティ

アの実績が見込める予定である。 

また、新型コロナウイルス感染症対策に配慮したオンライン環境を

全国ネットワーク団体の全支部で整備することができたとともに、
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・実行団体の取り組みの発

信により認知度は向上し

たか 

 

オンラインでの運営技術の向上やサポート体制の強化にも繋がっ

た。このようにつながりを絶やさず継続性を持ったかたちで、全国

ネットワーク団体本部が支部に対して当事者会や家族会において当

事者性を活かした運営ができる人材育成を目的とした研修を行うこ

とで、約 200 名の運営者が誕生される見込みである予定である。 

なお、関係団体とのネットワーク構築状況については、連携実績は

多数見られるが、定量的な実態把握が困難である。 

以上のことを、実行団体との面談や進捗報告書、中間報告書等から

把握することができ、ネットワークの構築については今後実態を把

握する方法を検討する必要があり、財政及び人材育成については当

初想定したより強化されたと考えられる。 

 

・メディア掲載やホームページ、SNS 等による発信により、事業を

実施する前と実施した後を比較して、相談件数やピアポーター活動

依頼数等の団体の実践数が増加したことが、実行団体へのインタビ

ューや進捗報告書、中間報告書等から把握することができ、地域に

おける実行団体の認知度は向上したと考えられる。 

 

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 

・新型コロナウイルス対応緊急助成を活用して、全国ネットワーク組織である実行団体を通じて全支部のオンライン環境を昨年度整備

することで、今年度は感染対策に配慮し場所にとらわれない形により全国各地でピアサポ―ト活動や支援者の研修会等が展開され、当

事者や家族同士の繋がりを絶やさず行われた。また、オンライン上での活動という選択肢を広げ、当事者の経験的知識を活かした主体

的な参加促進やオンラインファシリテーション力の強化、認知症家族のＩＣＴスキル強化など当事者・家族同士による新たな工夫を重
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ね、さまざまな困難を乗り越えるきっかけとなっている。 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、全ての実行団体において当初計画からの変更が余儀なくされるなか、団体がめざす中長期アウ

トカムを見据えて、現実的な事業・活動が行えるよう協議を行ったうえで資金の使いみちを柔軟に対応した。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・新型コロナウイルス感染症対策に配慮したオンライン環境を全国ネットワーク団体の全支部で整備することができたとともに、オン

ラインでの運営技術の向上やサポート体制の強化にも繋がった。このようにつながりを絶やさず継続性を持ったかたちで、全国ネット

ワーク団体本部が支部に対して当事者会や家族会において当事者性を活かした運営ができる人材育成を目的とした研修を行うことで、

約 200 名の運営者が誕生される見込みであること。 

 ・都道府県共同募金会と連携した全国ネットワーク団体支部におけるファンドレイジング実績が 3 支部において 681,809 円、都道府

県共同募金会から全国ネットワーク団体支部への助成実績がのべ 44 事業に対して 10,450,781 円であるとともに、本会を通じて企業か

ら全国ネットワーク団体への寄付やボランティアの実績が見込める予定であり、本会および実行団体のネットワークを活かした基盤強

化に繋がっていること。 

 

 

 

 

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 
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  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 

 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 

中間評価を実施することにより、各短期アウトカムが概ね進捗していることがで

きた一方で、アウトプットに対する指標が現実的でないことや、定量的な実態把

握が困難なケースがあることが分かった。指標の設定にあたっては、実行団体の

事業計画や活動実態に沿って、評価の過程において適切なものを見出すことがで

きたとともに、定量的な実態把握が困難なケースに対する測定方法については、

具体的な事例や対象者の変化など質的な側面で捉えられるよう今後検討を行って

いく予定である。 

以上のことから、事業計画を適切に改善する見込みがあると考えられ、残りの事

業期間において、短期アウトカムの達成に向けて事業を進捗していきたい。 

 


