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2019 年度事業 進捗報告書（実⾏団体） 

● 提 出 ⽇ ： ２０２１年  9 ⽉ 10 ⽇ 
● 事 業 名 ： 地域の⼒をつないだ複合型再犯防⽌事業  
● 資⾦分配団体 ： 更⽣保護法⼈ ⽇本更⽣保護協会 
● 実 ⾏ 団 体 ： 更⽣保護法⼈ 清⼼寮 
● 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 ： þ有 ☐無 
 

①  実績値 
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．社会復帰⽀援地域ネットワ
ーク協議会に県内の多様な機
関・団体が参画し、定期的な情
報共有・意⾒交換と顔の⾒える
関係ができる。また、社会⽣活
の⾃⽴に取り組む者の⽀援に
際して個別のネットワークを
形成することができる。 

➀地域⽀援ネットワーク協
議会開催数 
➁同協議会に新たに参画し
た機関・団体数 
③同協議会に新たに参画し
てもらうために、説明に⾏
った回数⼜は機関・団体数 
④個別のネットワークを形
成した数 
⑤更⽣保護施設退寮者等で
あって単独で社会⽣活の⾃

➀初期値より３回増 
➁初期値より１０団体増 
③2020 年度 1 回・1 機関・団
体 
 2021 年度 6 回・5 機関・団
体 
 2022 年度 6 回・5 機関・団
体 
④10 
⑤20 ⼈ 

2023 年 1
⽉ 

① 新型コロナウイル
ス感染拡⼤により
開催していない。 

② 0 団体 
③ 0 回 
④ 0 
⑤ 0 ⼈ 
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⽴に取り組む者に対し、社
会復帰⽀援地域ネットワー
ク参加機関を含む地域の諸
機関と連携して⽀援を⾏っ
た⽀援⼈数。（更⽣保護関係
団体の⽀援を除く） 

２．就労開始後に就労⽀援フォ
ローアップを受けて、就労⽀援
専⾨員とつながる状態になる。 

就労⽀援フォローアップ⽀
援者数 

年間１５０⼈ 2023 年 1
⽉ 

2020 年度 527 ⼈ 
2021 年度 8 ⽉末 228 

1 

３．薬物回復⽀援を継続的に受
けられる状態になる。 

➀薬物回復⽀援の参加者数 
➁薬物回復⽀援に参加を促
すための個別の働き掛けを
⾏った⼈数 

➀1 回あたりの参加者が１０
⼈程度 
➁2020 年度実⼈数 10 ⼈ 
2021 年度新規実⼈数 10 ⼈ 
2022 年度新規実⼈数 10 ⼈ 

2023 年 1
⽉ 

① 2020 年度 3 名 
2021 年度 2 名 

② 2020 年度 12 名 
2021 年度 4名 

3 

４．地域のボランティア活動に
参加し、⽀援ボランティアとつ
ながる状態になる。 

➀地域ボランティア活動実
施回数 
➁地域ボランティア活動参
加者数 

➀毎年度６回以上実施する 
➁初期値より 2 ⼈増 

2023 年 1
⽉ 

① 2020 年度 0 回 
2021 年度 1 回 

② 増加 0 ⼈ 
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＊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 
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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  þ短期アウトカムの指標 þ短期アウトカムの⽬標値 

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 
2020 年度、2021 年度限定の新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う緊急追加助成⾦を受けて、⼈と⼈との接触を減らすためのリモート機器を
購⼊し⼀部の活動をリモートにより実施している。 

 
③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 
 更⽣保護法⼈清⼼寮のホームページに、休眠預⾦等活⽤事業の助成⾦を受けて事業を⾏っている旨の記事を掲載した。 

2.広報制作物等 
 更⽣保護法⼈清⼼寮の機関誌（2021 年 1 ⽉発⾏）に上記ホームページ掲載の記事とほぼ同じ内容のものを掲載した。 

3.報告書等 
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2019 年度事業 中間評価報告書（実⾏団体） 

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 ロジックモデルの整理、アドバイス  群⾺医療福祉⼤学 社会福祉学部 講師 
内部 評価全般のアドバイス  更⽣保護法⼈清⼼寮 理事⻑ 
内部 評価全般のアドバイス  更⽣保護施設清⼼寮 施設⻑ 
内部 インタビュー実施  埼⽟県就労⽀援事業者機構 局⻑ 
内部 報告書作成、インタビュー実施  更⽣保護施設清⼼寮 補導員 

 
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 

指標 ⽬標値・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 

1-①具体的な⽀援を提供してい
る団体数とその内容 

参加団体の 100％が具体的な⽀援を提供する。各団体
が⽀援可能な内容であれば断ることなく提供する関
係性を築く。 

2023 年 1 ⽉ 新型コロナウイルス感染拡⼤によ
り活動を⾃粛している。 

1-②県内の既存ネットワークと
の連携構築・強化 

参加団体の 100％が具体的な⽀援を提供する。各団体
が⽀援可能な内容であれば断ることなく提供する関
係性を築く。 

2023 年 1 ⽉ 同上 

1-③更⽣保護施設退寮者等であ
って単独で社会⽣活の⾃⽴に取

他のネットワークにおいて、社会復帰⽀援ネットワ
ーク協議会に参加していない団体とのつながりを作

2023 年 1 ⽉ 同上 
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り組む者に対し、社会復帰⽀援
地域ネットワーク参加機関を含
む地域の諸機関と連携して⽀援
を⾏った結果、本⼈の課題が解
決・軽減した⼈の数。（更⽣保護
関係団体の⽀援を除く） 

り参加していただく。⽬標 20 ⼈（団体） 

2-①６ヶ⽉以上継続して稼働し
ている⼈数（割合） 

初期値 40％から 30％アップさせる。 2023 年 1 ⽉ 2021 年 9 ⽉ 56％ 

2-②就労を継続している⼈の成
り⾏き（資格取得、職場での昇給
昇格、本⼈の満⾜度等） 

就職時よりいずれかの状態が改善している者が 50％
以上。 

2023 年 1 ⽉ 2021 年 9 ⽉ 50％以上を達成して
いる。 

3-①薬物回復⽀援に複数回参加
している⼈の⼈数 

初期値より 10 ⼈増 2023 年 1 ⽉ 2021 年 9 ⽉現在で複数回参加者 2
名、2020 年 3 ⽉から新型コロナウ
ィルス感染拡⼤により活動中断し
ていたが、2021 年 3 ⽉からリモー
トで活動再開した。初期値より1名
増 

3-②薬物回復⽀援に参加を促す
ための個別の働きかけを⾏った
⼈数。 

薬物回復⽀援参加者の 10割を⽬指す 2023 年 1 ⽉ 2021 年 9 ⽉現在で 13 名、初期値
より 5 名増、登録者の 10割。 

3-③薬物回復⽀援の協⼒者・協
⼒団体の拡充 

4⼈（団体） 2023 年 1 ⽉ ライフサポートクリニックの北條
係⻑が今年 3 ⽉に回復⽀援に参加
してくださった。 
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4-①活動に参加して「⾃分が役
に⽴ててよかった」と感じた少
年数 

参加者の 8割 2023 年 1 ⽉ 2021 年 7 ⽉のボランティア活動に
参加した対象者のインタビューを
実施した。秋ヶ瀬公園の雑草の除
去を⾏い、公園の景観が良くなり
役に⽴てて良かったと感想をいた
だいた。 

4-②参加少年のその後のナラテ
ィブ 

参加少年が地域で意欲的に⽣活している状態 2023 年 1 ⽉ 新型コロナウイルス感染拡⼤によ
り活動を⾃粛しているため、定性
データの収集はできていない。 

 
 

 
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 
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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の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 

 þ 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 

10項⽬のアウトカムのうち 3項⽬（②-1 ②-2 ③
-2）のアウトカムでおおむね達成されつつあると評価
した。 
⼀⽅、3項⽬（③-1 ③-3 ④-1）で活動は実施した

もののアウトカムの達成は難しい状況である。また、
4 項⽬（①-1 ①-2 ①-3 ④-2）は新型コロナウイル
ス感染拡⼤により活動を⾃粛している状況で⼤幅に遅
延している。そのため中間評価において外部専⾨家に
3項⽬（①-1 ①-2 ①-3）のロジックモデルの整理と
アドバイスを依頼し、グループディスカッションを実
施した。これにより事業計画を改善することができ短
期アウトカム達成に近づけると考えている。 

 



8 
 

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 

アウトプットは計画通り
に産出されているか（⽬標
値との⽐較） 
〜社会復帰⽀援ネットワ
ーク協議会 

新型コロナウイルス
感染拡⼤のため全⾯
的に活動を⾃粛して
おり、アウトプットは
産出されていない。 

群⾺医療福祉⼤学社会福祉学部講師の新藤先⽣を招きロジックモデ
ルを整理しアドバイスをいただいた。その結果、不⾜の活動が⾒え
てきて、外部への PR、清⼼寮職員の認識を⾼めるための仕組み作り
や研修、訪問⽀援の実施等を加えることで改善につなげる。 

 アウトプットは計画通り
に産出されているか（⽬標
値との⽐較） 
〜就労⽀援 

やや計画どおり算出
されている。 

定量データからおおむね⽬標を達成できそうである。また、関係者
インタビューの記録を含め個別の定性データにより就職時より状態
が改善していると評価できた。 

 アウトプットは計画通り
に産出されているか（⽬標
値との⽐較） 
〜薬物回復⽀援 

あまり計画どおりで
はない。 

清⼼寮在寮中に薬物ミーティングへの参加を促し登録しているが、
1 回〜2 回の参加で途絶えてしまう者が多い。今後は新規登録者を
増やして改善する。 

 アウトプットは計画通り
に産出されているか（⽬標
値との⽐較） 
〜⾮⾏少年等の地域ボラ
ンティア活動への参加。 

計画どおりでない。 新型コロナウイルス感染拡⼤が治まることで平常の活動ができる⾒
込み。 
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実施状況の適切
性 

事業計画のうち、新型コロ
ナウイルスによる影響が
どの程度あったか。また、
追加助成によってそれは
どの程度緩和されたか（定
量データ） 

あまり計画どおりで
はない。 

追加助成によりリモート⽤機器を購⼊し、薬物ミーティングについ
てはリモート開催ができたが、埼⽟県保護司会連合会と連携して埼
⽟県内の更⽣保護サポートセンターにタブレット端末を設置させて
いただき、就労⽀援やセミナ―、情報交換等の拠点として活動する
予定で、現在調整を⾏っているところである。 

実施状況の適切
性 

事業計画のうち、新型コロ
ナウイルスによる影響が
どの程度あったか。また、
追加助成によってそれは
どの程度緩和されたか（定
性データ） 

あまり計画どおりで
はない。 

薬物ミ―ティングをリモート開催し、参加した⽅々にインタビュー
を実施した。助⾔者の専⾨家を含め参加者全員の⼀致した意⾒は、
リモートミーティングはやらないより良いが、実際のミーティング
によるグループセラピーの効果までは得られないとの話があった。
また、社会復帰⽀援ネットワーク協議会は開催できていないが、関
係者インタビューでは、具体的な⽬的がない会議はリモート開催す
ることは難しいであろうとの意⾒があった。今後ロジックモデルを
整理し、活動を修正して、改善する。 

知⾒の共有、活
動の改善 

事業の進捗において必要
な実施事業の⾒直しが⾏
われているか 

⼀部の活動に留まり、
計画どおりではない。 

中間評価に伴い外部専⾨家に依頼してロジックモデルを整理し、グ
ループディスカッションを実施した。ネットワーク協議会について
は、すでに具体的に活動の⾒直しを⾏った。中間評価報告書提出後
に事業計画書を改訂する予定である。 

組織基盤の強化 事業の運営管理体制に問
題はないか 

活動を⾃粛しており、
体制整備に⾄ってい
ない 

ロジックモデルを整理し活動を追加した。まずは清⼼寮内部でも、
本事業に対する理解と認識に個⼈差があるようなので、仕組み作り
と研修を実施する。また、ネットワーク協議会の新規参加メンバー
を募り、より具体的な⽀援につながるネットワークを構築すること
で、⽀援対象者への⽀援充実と組織基盤の強化を図る。 
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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 
10 項⽬中 4 項⽬で新型コロナウイルスの感染拡⼤により活動ができていない状況、今後も感染状況に左右されるが、まずは追加の活動で

組織基盤の強化について状況を改善する。 
③ 事前評価時には想定していなかった成果 

特になし 
 
    
④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 
 þ 受益者や事業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 
 þ 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 
 þ 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 
 þ 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 
þ 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 

 今回の中間評価をするためロジックモデルの整理をして専⾨家よりアドバイス
受けて不⾜の活動を事業計画に追加したため改善の⾒込みがあると評価した。 
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添付資料 
1.中間評価実施前の事業計画（必須） 
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nIH'(O,人$健康?福祉U

n�H働)öN¥経済成長¥

間接的対象Â}CÃ

ÑfÒJ団体,概要�活動�業務

ÑGÒJ団体,目的

埼玉県 人数

犯罪Ud'人e非行,Dt少年

約|}}人対象地域

事業名

実行団体

資金分配団体

fgfg年ßI月�JfgfI年ßI月

領域 分野

GÒJ子°¥及_若者,支援$係t活動

fÒJ日常生活又(社会生活U営W上j,困難U
有't者,支援$係t活動

IÒJ地域社会$M:t活力,低下ê,他,社会
的$困難9状況$直面dONt地域,支援$係
t活動

�J経済的困窮9°e家庭内$課題U抱St子°¥,支援

地域,力U�9N�複合型再犯防止事業

更生保護法人ß清心寮

更生保護法人ß日本更生保護協会

�C}

nGgH人{国,不平等U9JêY

協力雇用主数�地域支援�EF�C¬協議会構成団体

人数 �g社efÎ団体

埼玉県内$MNOe罪U犯d'人{非行少年öe自分'1,抱St複雑j多様9課題U解決't'�$必要9支援Ue多様9機関�団体�個人�g得g t状態$9tï?je再_犯罪$走tï?9Je社会,一員?dOï,地域
$居場所U作 tÕY$9øe犯罪{非行,9N地域社会$9tu

JJ当施設j支援dONt罪U犯d'人{非行少年(G�歳�g�g代ij幅広Je全国,矯正施設�g受:入
 t'�埼玉県$根ö9Je再建支援UdOJ t親族¥9Je劣悪9成育歴$乏dN就労経験e社会性ö9
N等e生)t力ö弱N人ö多Nu彼g,課題(様Lje孤立¼就労¼福祉等多岐$I't支援ö必要9'
�e県内,多様9機関¼団体$再犯防止支援$�NO,関心U持&O¥gNe具体的9支援U寄h集�t必
要öDtu

JJÁf�HGf制定,再犯防止推進法U受:OÄfÅHGf$国(再犯防止推進計画U策定't$至&'u現在地方
公共団体Ë�}j,策定ö進ÌjMøe埼玉県及_ÍN'i市$MNOefgfg年度末$再犯防止推進計画
ö策定Í 'u今後eï g,計画U基盤$dO罪U犯d'人{非行少年,社会復帰支援U支St'�,e
幅広N領域,団体$Õt実効性,高N支援地域�EF�C¬U構築't必要öDtöe社会復帰支援,実
務$当'&ONt更生保護関係者U核?dO進�t必要öDtui'e個L,社会復帰支援$MNO�EF
�C¬ö有用9¥,?9tÕY多分野e多地域,機関e団体ö参画j)tÕY9枠組Ù$dONJ必要öD
tu保護司等既存,更生保護団体,努力$依拠dONt,ö現状jDtu
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目標達成時期

'(')年+月

'(')年+月

'(')年+月

'(')年+月

目標達成時期

'(')年+月

'(')年+月

'(')年+月

'(')年+月

目標値.目標状態1)2345675

89回;人1試行実施分2
B延D)'人実人数F人1'('(年G月HI月
J間2

8毎年度N回
B9回9人程度

8毎年度N回以上実施RS
B初期値UV'人増

8地域Z[\]^3活動実施回数
B地域Z[\]^3活動参加者数

de地域JZ[\]^3活動f参加gh支援Z[\]^3k
lmnS状態fmSo

8薬物回復支援J参加者数
B薬物回復支援f参加s促RuvJ個別J働z
掛|s行}u人数

~e就労開始後f就労支援����376s受|�h就労支
援専門員klmnS状態fmSo

�回復支援f複数回参加g��S人J人数
�薬物回復支援実施日以外f相談g�zu人J
数
�薬物回復支援J協力者�協力団体J拡充

�活動f参加g��自分n役f立��U¡}u¢
k感¤u少年数
�参加少年J¦J後J§[]^¨

�具体的m支援s提供g��S団体数k¦J内
容
�県内J既存²75³�´kJ連携構築�強化
�更生保護施設退寮者等ÃÄ}�単独Ã社会生
活J自立f取V組Ë者f対gh社会復帰支援地
域²75³�´参加機関s含Ë地域J諸機関k連
携g�支援s行}u結果h本人J課題n解決�軽
減gu人J数o1更生保護関係団体J支援s除
Ý2

�'G団体n自立生活f何ß¡J問題s
抱â��S者f対g�h必要m支援sg�
�So各機関Ã補âm�çkè多Ýh連携
g��Sn更f強�lmnVn必要ÃÄ
So
��k同¤
�独V立ëgu者fl��ìh����
376sg��m�JÃh支援s受|Sl
mnVn存在gm�o

�参加団体J9îîïn具体的m支援s
提供RSo各団体n支援可能m内容Ã
Äòó断SçkmÝ提供RS関係性s築
Ýo

�他J²75³�´f÷��h社会復帰
支援²75³�´協議会f参加g��m
�団体kJlmnVs作V参加g��u
úÝo

8+回ÄuVJ参加者n9î人程度
B'('(年度実人数+(人
'('+年度新規実人数+(人
'(''年度新規実人数+(人

9e社会復帰支援地域²75³�´協議会f県内J多様m
機関�団体n参画gh定期的m情報共有�意見交換k顔J
見âS関係nÃzSo*uh社会生活J自立f取V組Ë者
J支援f際g�個別J²75³�´s形成RSçknÃz
So

8地域支援²75³�´協議会開催数
B同協議会f新uf参画gu機関�団体数
�同協議会f新uf参画g�èß.uvfh説明
f行}u回数又ì機関�団体数
2個別J²75³�´s形成gu数
3更生保護施設退寮者等ÃÄ}�単独Ã社会生
活J自立f取V組Ë者f対gh社会復帰支援地
域²75³�´参加機関s含Ë地域J諸機関k連
携g�支援s行}u支援人数o1更生保護関係団
体J支援s除Ý2

8年間;回程度
B現在~d団体
�'('(年GH5月6î回�î機関�団体
2(
3独V立ëgu者fl��ìh����
376sg��m�JÃh支援s受|Sl
mnVn存在gm�o

8初期値UV;回増
B初期値UV9î団体増
�'('(年度+回�+機関�団体
6'('+年度5回�7機関�団体
6'(''年度5回�7機関�団体
2+(
3'(人

;e薬物回復支援s継続的f受|ßòS状態fmSo

目標値.目標状態初期値:初期状態

�初期値UV;îï376
�就職時UV�<ò¡J状態n改善g�
�S者n?îï以上

�初期値UV+(人増
�回復支援参加者J9î割s目指gu�
�G1団体ègÝì個人2

�参加者数JB割
�参加少年n地域Ã意欲的f生活g�
�S状態

�dîï程度1����376mg2
�(

�9人1+H'月試行実施分2
�I人1+H'月試行期間f電話相談gu
人数2
�埼玉HI´h堀口先生

(1未調査2

年間9?î人

初期値:初期状態

年間9îî人

;e薬物回復支援s受|SçkfUVh断薬期間s維持gh
気軽f悩TU相談ÃzS場所s確保g�居場所s見出R
U.fmSo

de非行少年等n地域Z[\]^3活動f参加RSçkfU
Vh自分J住Ë地域J多様m住民kJlmnVnÃzh地
域J中f居場所nÄSk感¤ßòS状態fmSo

指標

~e就労支援����376s受|�就労支援専門員klm
nSçkfUVh就労n継続gh経済的f自立RSkkè
fh家族s得uVh職場Ã指導的m立場f立}uVh自分
f自信s持lmfh社会的精神的fè自立gu状態fm
So

1'2短期345jk

指標

�N¡月以上継続g�稼働継続g��S人数1割
合2
�就労s継続g��S人J成V行z1資格取得h
職場ÃJ昇給昇格h本人J満足度等213\t�
5�u\vwx�2

就労支援����376支援者数

9e社会復帰支援地域²75³�´協議会J設立推進fU
Vh多様m機関�団体nh再犯防止支援�J一般的m理解
賛同ÃìmÝh社会生活J自立f取V組Ë者f対g�具体
的m支援s直接¡l容易f提供RS状態fmSo
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!"!

!"#

!"#"!

!"#"#

!"#"$

!"#"%

!"%

!"&"! 更生保護施設退寮者等12345社会生活9自立<取>組@者<対B5CDEFGHI<J>自立9隘路MNO諸課題S把握VO

!"&"# 課題解決9YZ必要N支援者S開拓B5連携B4支援S行d

!"e"! 埼玉県保護司会連合会M共同15県下#&n所9更生保護pqFrstuF<uvwHr端末S設置B5{|Fr<JO}~���F��t9拠点MB45情報発信9拠点

MB4活用VO�

!"e"# 各拠点9uvwHr端末S活用B4勉強会�情報提供9機会S作O�M15地域支援�Hr�F�協議会9参加団体< 生9更生保護支援9現場S知34¤¥d機会¦

 対象者9実像M継続的®多様N支援9必要性S知34¤¥d機会¦MB4定期的<提供VO�

#"!

#"#

#"$

#"%

#"&

#"e

#"´

#"µ

#"¶

#"!·

#"!!

#"!#

#"!$

#"!% #·#¸年º月¼#·##年½月

#"!& #·#¾年º月¼#·#$年½月

¸¿社会復帰支援地域�Hr�F�協議会ÂÃGÄrIHr¸<対VO活動Æ

ÇºÈ活動 時期

Ç支援経過È本人9抱ÏO課題Ç借金Ò薬物依存5疾病等È<応Ú5事業主M協力B4必要N関係機関<®Ná等9支援S行d�

本人�事業主<対B4当該支援S受åY9感想Ò要望等<®é49Gt�FrS実施VO�

実施BY活動<®é45支援機関ÇêEF�F�Ò保護観察所等È�社会復帰支援地域�Hr�F�協議会等<íé4情報共有S行d�

就労定着支援S専門<行dôuHCS確保VO

就職内定BY刑務所等出所者S対象MVO
就労経路û問ýNéÇ就労支援事業者機構5êEF�F�5更生保護施設5協力雇用主直接5保護観察所5保護司5家庭裁判所等È

Ç支援経過È出勤日初日û5仕事終了後<5訪問又û電話等15事業主又û本人<様子S34�

Ç支援経過È仕事S開始B4½5º日目<5再度事業主<仕事9様子S尋:5困34éY>悩=>>VO�M?Né把握VO�

Ç支援経過È仕事開始後¸週間5¸B月5½B月M5折<触E事業主�本人M連絡S取>5仕事�人間関係等9問題�悩G?Né確認B相談<乗O�支援頻度û
出所者�事業主9必要度<J34変化VO�

#·#!年º月¼O月頃Ç予定È

¾¿就労支援CDEFGHIÃGÄrIHr¾<対VO活動Æ

#·#!年!·月¼#·#$年½月

#·#!年!·月¼#·#$年½月

Ç支援経過È支援終了û特<定ZS5事業主Ò本人¥相談?2ET5é®1¤応ÚO�

Ç支援経過È支援終了û特<定ZS5事業主Ò本人¥相談?2ET5é®1¤応ÚO�事業主M会3Y際<状況確認S行d�

上記支援S新Y<¸[[名¥¸¾[名程度<行dÇ予定È� #·#·年º月¼#·#!年½月

活動<®é45日^9実施報告Ç日報ÈS元<BY年間報告S作成VO� #·#!年$月

#·#!年度中

#年目Â初年度9支援活動S継続B4実施VO�日報M年間報告9作成M関係団体M9情報共有¤実施VO�

$年目Â初年度9支援活動S継続B4実施VO�日報M年間報告9作成M関係団体M9情報共有¤実施VO�

新型}EdÄefô感染防止9YZj県内主要N更生保護pqFrstuF<uvwHr端末S設置kl4éY>3mnnoGI{S使34{|Fr面接5面談S実施V
O�

#·#!年!·月¼#·##年½月

分野別<�Hr�F�S®NuO�Ç刑事司法5自治体5xFywô支援5薬物回復支援5更生保護5障害者支援5就労支援5医療支援5�9他地域生活支援È #·#·年º月¼#·#$年½月

ÂÂ定期的N協議会S開催Ç年º回È 毎年度O月5�月5¸¾月5½月

関連�Hr�F�M9相互連携S図OÇ埼玉県地域定着生活支援stuF及�埼玉県済生会川口総合病院9�Hr�F�等È 随時

#·#·年%月

#·#·年º月¼

情報共有M支援連携�4>5活動M事例9発表S通Ú協議5検討B共有VO� #·#·年º月¼#·#$年½月

ÂÂ罪S犯BY人9社会復帰支援<®é45具体的<13O�M<®é49情報共有S行d�

ÂÂ協議会9成熟度<JO?5将来的<û5複数9課題S抱Ï具体的N支援?必要N刑務所出所者等<対B5�E�E?提供13O支援S寄l集Z4社会復帰
支援計画S作成B5�9後9支援状況SCDEFVOMé3Y�M¤検討B4é4�

ÂÂ新型}EdÄefô対策9YZ主要拠点<通信用端末S貸与B設置B¤w¥会議�ô¤yS使34随時協議会S開催B情報共有S行d� #·#·年!·月¼#·#$年½月

#·#!年e月¼#·#$年½月

#·#!年e月¼#·#$年½月
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!"#

!"$

!"!

!"%

!"&

!"'

!"(

!")

!"*

!"#+

!"##

!"#$

!"#! $+$,年.月0$+$$年1月

!"#% $+$2年.月0$+$!年1月

%"#

%"$

%"!

%"%

%"&

%"' $+$,年.月0$+$$年1月

%"( $+$2年.月0$+$!年1月

3内訳6直接事業費 <評価関連経費 BCDE対応緊急支援追加額
O*P)$)P+++ O*P+%(P('+ O#$+P+++ O$P$*&P+++

QR3広報戦略WXY連携[対話戦略

3社会復帰支援地域cdefgh協議会kWlm事業計画[評価計画[資金計画r周知uv計画w進捗状況r報告um評価uv}~k役割w幅r拡�mv新��活動v事業k�����

連携[対話戦略

[法人w広報誌k記事r掲載u更生保護関係者w方�k事業w概要rW知~�u�意見rl� ¡¢同時kv今後w�協力rW願l©��
[ª«¬gcder利用um休眠預金活用事業²³´µ¶v法人w他w事業報告¸財務諸表等w開示r行Á�

広報戦略

1Â薬物回復支援3ÆÇÈeÉde1k対©�活動Ê

人材

Ì事業費 管理的経費

O()+P$%+

Ðª«Éde

資機材

Òw他

内部6合計Õ人Ö担当者#人vcdefgh協議会#人v就労支援$人vÛÛÜ$人Ý3外部6合計.人Ö自助áâgÉ$人v専門家$人Ý

ª«Éde

資金

$+$#年度中

$+$#年.月0Õ月頃Ö予定Ý

$年目3初年度w支援活動r継続um実施©��活動内容²必要k応ó見直ur行Á�日報¢年間報告w作成¢関係団体¢w情報共有³実施©��

$+$#年!月

対象¢��保護観察中w少年等"連絡u参加者r募�� $+$+年%月

新型CDEÈ'â(感染防止w�-./ge端末用23r購入uv6778ÇÉ.w有料会員k登録um./ge=g>'«ár開催©��Ö開催頻度6月,回Ý
新型CDE感染症拡大状況k応ómv対面Dw=g>'«á¢w使l分GwHIv両方w併用³含-v効果的�=g>'«áw在P方r検討uml¡�

$+$#年!月0$+$!年1月

$+$+年!月

$+$+年.月0$+$!年1月

$+$+年#月実施済Ö2月v1月³同様k実施Ý

毎月開催©�áâgÉ=g>'«áw助言者r選定©�� $+$+年#月実施済

第2回目以降w=g>'«ár開催�Ö毎月第1木曜日#*時0$+時v毎回軽食r提供©��Ý $+$+年.月0$+$!年1月

Ö=g>'«á以外w支援経過Ý本人w抱d�課題k応ó必要�関係機関等¢連携u支援r行Á�

!年目3初年度w支援活動r継続um実施©��活動内容²必要k応ó見直ur行Á�日報¢年間報告w作成¢関係団体¢w情報共有³実施©��

Ö=g>'«á以外w支援経過Ý支援終了²特k定-jv本人I~相談mnopvl�D³応ó��

大学¸病院等w関係機関m実施©�調査k協力uÒw結果r受Gm活動k活I©�

活動k�lmv日�w実施報告Ö日報Ýr元ku�年間報告r作成©��

清心寮退寮者wÁ´薬物事犯者w.(eI~=g>'«á開催w連絡対象者.(er作成uv開催通知r発送©�� $+#*年##月実施済

出欠希望w返信r確認uv返信w�l対象者²電話連絡r実施� $+#*年#$月実施済

第,回目w=g>'«ár#月#'日k開催uáâgÉ=g>'«ákXP�g�w聞�取Pr実施�

��«>'Ç活動r開催v奇数月k開催©�� $+$+年�月0$+$!年1月Ö奇数月Ý

活動w実施報告Ö日報Ýr元ku�年間報告r作成©�� $+$#年!月

本人k対um当該支援r受G�w感想[要望等k�lmwÇ«�ger実施©�� $+$#年.月0Õ月頃Ö予定Ý

実施u�活動k�lmv支援機関Ö保護観察所等Ý¸社会復帰支援地域cdefgh協議会等kWlm情報共有r行Á�

本人k対um当該支援r受G�w感想[要望等k�lmwÇ«�ger実施©��

!年目3初年度w支援活動r継続um実施©��日報¢年間報告w作成¢関係団体¢w情報共有³実施©��

.Â地域��«>'Ç活動3ÆÇÈeÉde.k対©�活動Ê

$年目3初年度w支援活動r継続um実施©��日報¢年間報告w作成¢関係団体¢w情報共有³実施©��

��«>'Ç活動w具体的内容r企画立案uv活動(���gâr決-��
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2.中間評価実施後の事業計画 
（現在改訂作業中） 
3.活動の写真（画像データは 1枚２MG以下、３〜4枚程度） 
2021 年 7 ⽉ 17 ⽇実施の地域ボランティア活動（秋ヶ瀬公園こども広場のアレチウリの除去） 

 


