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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 ： 安全・安心な地域社会づくり支援事業  

● 資金分配団体 ： 更生保護法人日本更生保護協会 

● 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

＊ 

１ 支援地域（滋賀県）におい

て、サポートグループにつなが

り、息の長い支援を受ける状態に

なる。【滋賀県更生保護事業協

会】 

支援を受けた人の人

数 

70 人 2023 年

１月 

モデル地区で支援を受けた人の数 

2020 年度合計：２５６人 

守山１人、彦根１０人 

    高島２４５人 

2021 年 8 月末まで合計１０４人 

彦根７４人、高島３０人 

２ 

２ 支援地域（広島県・埼玉県）

において、更生保護施設退所者及

び非行少年等がサポートグループ

の活動につながる状態になる。

【ウィズ広島・清心寮】 

支援につながった更

生保護施設退所者及

び非行少年等の数 

➀初期値より月平均

30 人増加（ウィズ

広島） 

➁１回３人（清心

寮）  

2023 年

１月 

①（ウィズ広島）初期値：月平均 70

人⇒2021 年 8 月末時点：月平均 98

人（28 人増加） 

②（清心寮）2021 年度１回実施、１

人参加 

２ 
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３ 支援地域（福岡県・東京都・

埼玉県・神奈川県及び千葉県）に

おいて、サポートグループが行う

依存症回復支援につながる状態に

なる。【ジャパンマック、両全ト

ウネサーレ、清心寮】 

支援を利用した罪を

犯した依存症者の数 

➀(ジャパンマック)

年間 24 人増加 

➁(両全トウネサー

レ)年間 20～30 人

（10～20 人増加） 

③(清心寮)1 回当た

り 10 人（７人増

加） 

2023 年

１月 

①ジャパンマック： 

2020 年度 81 人、 

2021 年度（8 月末時点）23 人 

②両全トウネサーレ： 

2020 年 4 月～2021 年 8 月 31 日 

・13 人（プログラム受講者数） 

・18 人延べ 51 回実施（電話相談） 

・10 人（自助グループ参加） 

③清心寮：初期値より１人増加 

２ 

４ 支援地域（福岡県・愛知県・

岐阜県・大阪府・広島県）におい

て、サポートグループにつなが

り、生活再建支援や悩み相談支援

等を受ける状態になる。【TFG・

全国再非行防止ネットワーク協議

会・のわみサポートセンター】 

①相談を受けた若年

女性の数【TFG】 

②支援を受けた非行

少年等の数【全国再

非行防止ネットワー

ク協議会】 

③支援を受けた刑務

所出所者等の数【の

わみサポートセンタ

ー】 

➀年間 60 人増加 

②3 年間で 37 人 

③毎月新たに 2～3

人 

2023 年

１月 

2020 年 4 月～2021 年 8 月 

①相談件数 56 件（継続相談 15 人） 

②支援を受けた非行少年 10 人 

③新規支援者数 

1～２名/月 

32 人/18 ヶ月 

３ 

５ 支援地域（愛知県・神奈川

県・埼玉県）において、サポート

グループの実施する就労サポート

事業につながった状態になる。

①支援を受けた刑務

所出所者等の数【愛

知県就労支援事業者

機構】 

➀年間 39 人 

②年間 150 人（50

人増加） 

③3 年間で 41 人 

2023 年

１月 

①愛知県就労支援事業者機構：2020

年 4 月～2021 年 8 月 

34 人に対し支援を働きかけ、 

＊法定期間経過後の就職支援 2 人 

２ 
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【愛知県就労支援事業者機構・神

奈川県就労支援事業者機構・清心

寮】 

➁就労支援フォロー

アップを受けた刑務

所出所者等の数【清

心寮】 

③支援を受けた非行

少年の数【神奈川県

就労支援事業者機

構】 

 ＊就職インターンシップ支援 5 人 

②清心寮：2020 年度 137 人（支援回

数 527 回）、2021 年度 8 月末時点

64 人（支援回数 228 回） 

③神奈川県就労支援事業者機構： 

職場体験支援： 

2020 年度 5 人 

2021 年 8 月末時点４人（マッチング

成立は 6 人だったが２人は新型コロ

ナ感染状況悪化のため依頼元と活動

先からそれぞれ活動自粛依頼があり

体験実施を延期） 

職場定着支援： 

2020 年度１人、2021 年度１人 

６ 支援地域（福岡県、埼玉県、

愛知県）において、罪を犯した人

や非行少年等の更生支援につい

て、理解・協力の働き掛けが行わ

れる。【ＴＦＧ、清心寮、全国再

非行防止ネットワーク協議会】 

協議会・講演会・勉

強会等の実施回数 

・初期値より２回増

加（TFG） 

・初期値より３回増

加（清心寮） 

・年間４回（全国再

非行防止ネットワー

ク協議会） 

①2023

年 1 月 

②2023

年 1 月             

③2023

年 1 月 

①TFG：2020 年度１回実施。2021

年度１回実施予定。 

②清心寮：2020 年度０回、2021 年

度８月末時点 0 回 

③全国再非行防止ネットワーク協議

会：2020 年 4 月～2021 年 8 月まで

で４回 

３ 

６ 支援地域において、支援を受

けることにより社会復帰への意欲

事例（ナラティブ）

の数 

全ての実行団体で各

10 人程度 

2023 年

1 月 

①ウィズ広島の活動にピアサポータ

ーとして参加している 4 人 

２ 
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が喚起され、立ち直りに至った事

例または再犯に至った事例のナラ

ティブ。 

②のわみサポートセンターの 3 事例 

③滋賀県更生保護事業協会の支援１

事例 

④神奈川県就労支援事業者機構の支

援 2 事例 

【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

＊ 

７ 更生保護関連団体以

外（福祉、医療、教育関

連ほか）の様々な団体が

本事業に参画する。 

保護司、更生保護女性

会、BBS 会、更生保護法

人等の更生保護関係団体

以外で本事業に参画した

事業者等の数 

実行団体・協力団体も

含め、10 団体程度が参

画する。 

2023 年

1 月 

実行団体 10 団体中、更生保護関係

団体は８団体、残り２団体（ジャパ

ンマック、のわみサポートセンタ

ー）は依存症回復支援、ホームレス

支援の団体。TFG では本事業の共同

実施主体として若年女性支援団体

「一般社団法人ソーシャルワーク・

オフィス福岡」、両全トウネサーレ

は事業の連携先に依存症支援団体

「アルバ」や一般企業（建築屋）が

ある。今後、連携先団体が拡充する

可能性がある。 

２ 
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８ 実行団体への様々な

サポートが行われる（経

験が蓄積される。）。 

スキルアップ等の支援の

回数 

スキルアップ研修、意

見交換会等全団体対象

にしたサポートを年２

回以上実施する 

2023 年

1 月 

2019 年度は評価オリエンテーション

を実施。2020 年度は休眠預金システ

ムの使い方の勉強会を実施したが、

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響により１回のみとなった。2021 年

度は、外部講師を招いてガバナンス

勉強会とロジックモデル勉強会を開

催。 

２ 

９ 支援地域において、

実行団体間、関係団体間

のコミュニケーションが

とられる状態になる。 

連携関係にある団体の数 関係団体と定期的なコ

ミュニケーションを取

れる状態になる。 

2023 年

１月 

実行団体同士の合同面談等により、

地域や活動内容での連携を促し、実

際に連携した事例もあるが、実行団

体が相互に自由にコミュニケーショ

ンを取れる連携ツールについては未

導入。今後 Slack の導入も検討した

い。 

３ 

＊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 

  2.概ね達成の見込み 

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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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感染拡大に伴い、実行団体への訪問が困難となったが、新型コロナ対策支援追加助成を活用して実行団体側にオンラ

イン体制が整ったことから、Zoom で定例面談や研修、説明会等を行うようにした。各実行団体の活動については、対面での活動が制約を

受けて事業が進まない団体については、活動内容の変更等についての提案を行った。 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

更生保護法人日本更生保護協会 編集・発行「更生保護」2020 年 12 月号（滋賀県更生保護ネットワークセンターの取組） 

びわ湖放送 2020 年 12 月 12 日放映「地域のチカラ～立ち直りを支えよう～」 

 

2.広報制作物等 

   特になし 

    

3.報告書等 

特になし  
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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 ヒアリングの実施、全般の評価  事業責任者（事務局長） 

内部 データ分析  PO、書記 

内部 アンケート調査の実施、報告書作成  PO 

外部 ロジックモデル整理、評価全般のアド

バイス 

 外部評価アドバイザー（群馬医療福祉大

学社会福祉学部講師） 

外部 評価全般のアドバイス  専門家委員会委員（学識経験者、更生保

護関係者、法務省関係者、助成団体関係

者） 

 

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】 

短期アウトカム 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  
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１ 支援地域（滋賀県全域）にお

いて、サポートグループからの支

援を受けることにより、地域社会

への円滑な移行が実現している。

【滋賀県更生保護事業協会】 

支援地域においてサポートグルー

プからの支援を受けて地域で安定

した生活を送っている人の割合 

42 人（支援を受けた

人の 60％） 

2023 年

1 月 

直接的な支援を行っているモ

デル地区の取組は、概ね支援

を受けた人（子ども食堂やキ

ックボクシング教室、映画館

紹介等参加者）には好評で、

継続的に支援につながる人も

現れている。 

２ 支援地域(広島県・埼玉県)に

おいて、更生保護施設退所者又は

非行少年がサポートグループにつ

ながることにおり、地域社会への

円滑な移行が実現している。【ウ

ィズ広島、清心寮】 

➀支援地域において、地域社会に

おける安定した生活を持続してい

る更生保護施設退所者の割合【ウ

ィズ広島】 

➁活動に参加して良かったと感じ

た少年の割合【清心寮】 

➀支援を受けた人の

90％【ウィズ広島】 

➁参加した少年の 8

割【清心寮】 

2023 年

1 月 

①支援を受けている人の多く

が、継続して支援を受けてお

り、支援を通して地域で安定

した生活を送っていると把

握。 

３ 支援地域(福岡県・東京都・

埼玉県・神奈川県及び千葉県)に

おいて、サポートグループにつな

がることにより、薬物依存等の生

きづらさを抱えた刑務所出所者等

の生活環境が改善された状態にな

る。【ジャパンマック、両全トウ

ネサーレ、清心寮】 

サポートグループの回復支援を継

続的に受けている利用者の数又は

割合 

➀紹介・相談のあっ

た人の 40％【ジャパ

ンマック】 

➁プログラム受講者

の 80％【両全トウネ

サーレ】 

③初期値(1 人)より、

10 人増加【清心寮】 

2023 年

1 月 

①相談を受けた者のうち、約

75％が支援を継続して受けて

いる。 

②プログラムを受講した 13 人

中７人（54％）が継続中。 

③2020 年度 3 人、2021 年度 2

人 
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４ 支援地域（福岡県・愛知県・

岐阜県・大阪府・広島県）におい

て、サポートグループにつながる

ことにより、生活環境が改善され

たり、悩みが軽減された状態にな

る。【TFG・のわみサポートセン

ター・全国再非行防止ネットワー

ク協議会】 

サポートグループの支援を受ける

ことにより、生活環境が改善され

たり悩みが軽減した人の数又は割

合 

①初期値(年間 3 人)よ

り 10 人増加【TFG】 

②支援した人の 90％

【のわみサポートセ

ンター】 

③初期値(年間 3 人)よ

り 30 人増加【全国再

非行防止ネットワー

ク協議会】 

2023 年

1 月 

①シェルターで保護した少女

の中には、生活保護を受給し

ながら自立している少女もい

る一方、シェルター退所後連

絡が取れず音信不通になって

いる少女もいる。現在、15 人

が継続して相談支援を受けて

いる。 

②継続的に支援を行っている

２５人中２４人（９６％）が

地域で生活できるようになり

自分の趣味や興味のあること

に積極的に参加して生き生き

と暮らしている旨インタビュ

ーに回答している。 

③2020 年度６人支援、2021

年度は４人支援しているが、

現在刑事施設入所中のため出

所後の環境調整にとどまって

いる 

５ 支援地域（愛知県・神奈川

県・埼玉県）において、就労サポ

ート事業につながることにより、

'支援を受けたことにより、就労

を継続している刑務所出所者及び

非行少年の人数又は割合    

➀支援を受けた人の

60％【愛知県就労支

援事業者機構】 

2023 年

1 月 

①被支援者２人うち２人

（100％） 
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刑務所出所者等及び非行少年の就

労環境が改善された状態になる。

【愛知県就労支援事業者機構・神

奈川県就労支援事業者機構・清心

寮】 

②12 人【神奈川県就

労支援事業者機構】 

③初期値（40％）よ

り 30％増加【清心

寮】 

②０人（継続支援を受けた少

年のうち１人は３ヶ月で離

職、２人は支援開始直後に離

職） 

③６か月以上継続して就労し

ている人数は 56％（2021 年 9

月時点） 

６ 支援地域(福岡県、埼玉県、

愛知県)において、罪を犯した人

や非行少年等の更生支援につい

て、理解・協力の働き掛けが行わ

れることにより、更生支援のため

の地域又は全国ネットワークが形

成される。【TFG、清心寮、全国

再非行防止ネットワーク協議会】 

➀新たにネットワークに参画した

団体・機関数 

➁ネットワークを活用しての具体

的な支援の事例 

➀初期値より 90 団体

増加（TFG50 団体、

清心寮 10 団体、全国

再非行防止ネットワ

ーク協議会 30 団体） 

②（状態）ネットワ

ークを活用して具体

的な支援を行った事

例がある。 

2023 年

1 月 

①TFG：10 団体と連携 

清心寮：新たにネットワーク

協議会に参画した団体はなし 

全国再非行防止ネットワーク

協議会：自立準備ホーム連絡

協議会（仮称）への登録を希

望している団体数は 2020 年度

末時点で 85 団体 

②全国再非行防止ネットワー

ク協議会構成 3 団体は、自立

準備ホーム全国団体設立に向

けた勉強会を通じて新たにで

きた関係性により、出身地域

に戻れない罪を犯した青少年

の受け入れ調整が進んだ事例

がある。TFG のアウトリーチ
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活動では、福岡で若年女性支

援を行っている他団体と連携

して TFG のシェルターで保護

をし、その後の自立について

も地域のネットワークを活用

して受入れ団体を確保した事

例がある。 

 

７ 支援地域において、上記１か

ら 5 の支援を受けることにより社

会復帰への意欲が喚起され、立ち

直りに至る機序が解明される。 

支援地域において、上記 1 から 5

の支援を受けることにより社会復

帰への意欲が喚起され、立ち直り

に至った事例または再犯に至った

事例の記述及び分析ならびにその

蓄積 

支援対象事業１事業

あたり約 10 人 

2023 年

1 月 

 

【非資金的支援】 

短期アウトカム 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  

８ 更生保護関連団体以外（福祉、

医療、教育関連ほか）の様々な団体

が本事業に関する事業に参画するこ

とで、更生保護の担い手の裾野が広

がる。 

本事業に参画・協力した

事業者のうち、更生保護

活動の担い手又は協力者

となった事業者の

数                          

2 団体以上 2023 年

1 月 

実行団体 10 団体中、更生保護

関係団体は８団体、残り２団

体（ジャパンマック、のわみ

サポートセンター）は依存症

回復支援、ホームレス支援の

団体。TFG では本事業の共同



12 

 

実施主体として若年女性支援

団体「一般社団法人ソーシャ

ルワーク・オフィス福岡」、

両全トウネサーレは事業の連

携先に依存症支援団体「アル

バ」や一般企業（建築屋）が

ある。今後、連携先団体が拡

充する可能性がある。 

９ 実行団体のスキルアップや組織

基盤の強化が図られることにより、

刑務所出所者等支援対象者に対する

民間公益活動が活性化される。 

①組織基盤強化が図られ

た実行団体の数 

②実行団体が生み出した

プログラムの有効性  

①すべての実行団体 

②初期状態よりエビデンス

レベルを高める。 

2023 年

1 月 

実行団体アンケートによれ

ば、財政基盤について回答し

た 9 団体中 7 団体が「強化さ

れた」「やや強化された」と

し、人材の育成について 9 団

体中 7 団体が「やや育ちつつ

ある」としており、徐々に基

盤強化が図られている様子が

うかがえる。 

10 支援地域において、実行団体間

及び関係機関団体との連携が強化さ

れることにより、地域における多機

関連携や、ネットワーク形成が実現

する。 

①ネットワークにつなが

る団体･個人の数 

②ネットワーク内の交

流･連絡の方法、頻度、

内容 

➀地域のすべての関係団体

と関心を持つ多くの個人が

連携している 

②ネットワーク内のコミュ

ニケーションが活発化・有

機化している 

2023 年

1 月 

ネットワークの構築状況につ

いては、9 団体中 7 団体が

「進んでいる」「やや進んで

いる」（2 団体は「あまり進

んでいない」）としている。 
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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 

実行団体によって、事業の進捗状況は異なっており、計画より進ん

でいる団体もあるものの、多くの団体は、主に新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、計画どおりに活動が進められていない

ことから、現時点では、資金的支援の短期アウトカムの目標値の達

成は「不透明である」と評価せざるを得ない。しかしながら、事業

や評価については伴走支援を進めてきたことで、各実行団体の活

動の組換えや追加、見直しがなされ、また、実施方法を工夫しなが

ら事業を進められるようになってきていることから、事業後半は、

短期アウトカムについても一定の成果が出てくるのではないかと

考えられ、左記のとおり評価した。他方、事業の広報面での支援、

出口戦略を見据えた伴走支援については、未だ不十分であり、事業

後半については、より一層の伴走支援が必要であると理解してい
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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 

事前評価以降、事業を取り

巻く環境(政策、経済、社会

など）の変化はないか。 

活動を実施する上で支障

となる問題は起きていな

いか。 

主に新型コロナウイ

ルス感染症拡大によ

って、大幅な環境変化

があったと評価する。 

（調査結果） 

実行団体とのディスカッション、専門家委員会でのヒアリングで特

定されたもの 

➀新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言等で社会経

済活動について大幅な制限がかかったことで、事業開始前と比べ、

刑務所出所者等を取り巻く社会・経済環境に大きな変化があった 

②新型コロナウイルス感染症拡大により、人と人が会うことが困難

な状態や、飲食を伴う行動が制限されるなど、活動方法に大幅な制

約がある。 

（考察） 

事業開始直後の 2020 年 4 月に初めての緊急事態宣言が出され、以

降、地域によっては数か月ごとに緊急事態宣言が発出される状態が

続いており、事業開始前の状況と比べ社会生活、経済面での活動に

大きな変化が起きており、これは本事業に大きな影響を与えている。 



15 

 

実施状況の 

適切性 

活動は計画通りに実施さ

れているか 

非資金的支援のうち、

実行団体への伴走支

援については、一定程

度行われているが、一

部、十分ではない分野

があると評価する。 

(調査結果) 

非資金的支援として、全実行団体向けに実施した研修や勉強会を 4

回開催し、報告期間外ではあるが中間評価に向けた支援としてロジ

ックモデル勉強会も開催。エリアや活動内容等ごとに複数の実行団

体での定例面談の実施や意見交換会を開催した。 

なお、個別の実行団体へのアンケート調査結果（10 団体中 9 団体

から回答）から以下のことが把握できている。 

＊事業についての助言や提案 

⇒9 団体が「十分支援されている」と回答 

＊評価に関する助言  

⇒9 団体が「十分または多少支援されている」と回答 

＊広報活動支援・専門家人材獲得に関する情報提供 

⇒2 団体が「あまり支援されていない」と回答。 

（考察） 

事業や評価についての支援への評価は高く、分野を問わず全般的に

支援は多少なり提供されているという評価となっているが、「あまり

支援されていない」との声がある支援分野はもちろんのこと、「十分

支援されている」の数が少ない支援についても、今後は、一層、支

援の充実を図る必要がある。特に広報や人材確保に関する情報提供

について、支援を強化していく必要がある。 

実施状況の 

適切性 

実行団体による活動は計

画通りに実施されている

か 

おおむね計画通りに

実施されていると評

価する。 

（調査結果） 

実行団体に行ったアンケートによれば、9 団体中 2 団体が「計画通

り」、5 団体が「やや計画通り」、２団体が「あまり計画通りではな
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い」であった。 

（考察） 

アンケート回答 9 団体中７団体が「計画通り」「やや計画通り」と回

答しており、実行団体の多くは、おおむね計画通りに活動が実施さ

れていると評価している。担当 PO が面談等の中で把握している印

象もほぼ同様で、➀活動が概ね計画通り進んでいる団体は３団体、

➁若干の停滞や想定通り進まない団体が 5 団体、➂あまり計画通り

ではない団体が２団体である。➁➂は、主たる原因はコロナ禍によ

る活動制限によるものであるが、組織面での問題がある団体もあり、

前者については、オンラインの活用や活動の組換え、後者について

は、伴走支援での働き掛けを強化して改善を図っているところであ

る。 

実施状況の 

適切性 

新型コロナウイルス感染

症拡大の影響はどの程度

あったか。 

実行団体の活動にも

弊協会の活動にも、非

常に影響があったと

評価する。 

（調査結果）実行団体アンケートによれば、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響の程度について「非常に影響がある」７団体、「多少

影響がある」2 団体であり、影響がないと回答した団体はなかった。 

（考察）実行団体の声については調査結果のとおりである。弊協会

の伴走支援についても、度重なる緊急事態宣言のため、感染者数が

少ない地方への現地訪問については東京都などからの自粛要請等に

より断念せざるを得ず、活動が制約された。 

 具体的には、神奈川県就労支援事業者機構や両全トウネサーレな

ど、事業を進めるためにまず必要な新たな（これまで関係のない）

連携先の構築について、新型コロナウイルス感染症拡大により先方

への訪問を断られ、関係性がないことからいきなりオンラインで打
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合せということもできず、連携先への働き掛けの手段を奪われ、事

業を進めることが困難になっている。また、滋賀県更生保護事業協

会など、広く人を集めて事業趣旨等を説明して活動を進めることを

想定していた団体は、そもそも大人数を集めることが不可能な状態

となり、事業の進捗が大幅に遅れることとなっている。なお、少人

数の集まりでも、緊急事態宣言下など、複数人が集まることそのも

のができない中、すべての団体が大なり小なり人を集めての活動を

停止している。 

 

実施状況の 

適切性 

新型コロナウイルス対策

緊急支援助成により、どの

程度緩和されたか。 

緊急支援助成を受け

たことで、新型コロナ

ウイルス感染症拡大

の影響について、一定

程度の緩和につなが

ったがその効果は限

定的であったと評価

する。 

（調査結果）実行団体アンケートによれば、「コロナ追加助成がどの

程度影響緩和に役に立ったか」という問いに対し、「大幅に緩和され

た」が４団体、「多少緩和された」が５団体、「変化なし、緩和につ

ながらなかった」とした団体はなかった。一方で自由記載を見ると、

「コロナ関連で、ＰＣＲ検査費用が工面できるとありがたい」「コロ

ナの影響で寄付等が大幅に減少している実情があり、自己資金比率

を低減願いたい」「再拡大となった場合には、再度の追加助成をお願

いしたい」といった記述がある。 

（考察） 

コロナ緊急支援助成では 10 団体に対し約 2,240 万円助成を受け、

多い団体で約 300 万円、少ない団体で約 20 万円程度の助成をいた

だいている。実行団体アンケートによれば、回答全団体（９団体）

が、影響緩和について肯定的な評価であり、一定の効果があったこ

とがうかがえる。具体的な効果としては、PC 等の ICT 機器やソフト
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の導入によりオンライン対応環境が整えられたことで対面できない

状況でも協議・活動が可能となった、感染防止対策（飛沫防止パネ

ルや消毒液、体温計等の購入）を取れたことで活動の再開につなが

った等の事例がある。これら効果的な活用事例を分析すると、一定

の実績ある活動であることや、関係団体間に関係性が構築されてい

ること、活用団体や被支援者が ICT の受容性が高いなど、いくつか

の条件が見受けられる。一方、追加助成時に検討した対策が、予想

したより影響緩和に直結しなかった団体もあった。実際にあった事

例としては、オンラインでの支援体制を整えたものの被支援者や外

部協力者側の体制不十分により実施できなかった、新たな団体と新

しく関係を作る場合はいきなりオンラインでの働き掛けは難しい、

対人援助の場合オンラインでは対面と比べ大幅に効果が低い、とい

ったものがある。 

一方、緊急支援助成金では解決しなかった課題も出てきている。

一つは、長引く社会状況、経済状況の悪化により寄附や助成金のカ

ット、事業収入の減少が続くなど自己資金の確保に苦労している団

体がある。二つ目に、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化によ

り、活動の根本的な見直しが迫られる団体が出てきたことがある。

前者については、今後、中長期的に影響が出る可能性もあることか

ら、事業計画の見直しだけでなく、出口戦略も含めて伴走支援を行

っていく必要がある。後者は、既に伴走支援によって、事業計画の

見直しができていることから、今後の推移を見守りつつ支援を継続

していきたい。 
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実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事前評価時に指摘された

問題・課題･リスクはどの

ように変化しているか 

事前評価時に指摘さ

れたリスクのうち、新

型コロナウイルス感

染症拡大の影響につ

いては現在も継続し

ているが、それ以外の

課題やリスクについ

ては改善に向けた具

体的な対応をしてい

ると評価する。 

（調査結果） 

事前評価時は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もリスク要因

の一つと設定していた。 

JANPIA からは、①非資金的支援の達成目標に関して、今後実行団

体のニーズに基づいた組織基盤強化支援計画を立てること、②出口

戦略を意識しながら具体化していくこと、③実行団体のニーズや外

部要因に応じて、柔軟に事業ロジックの見直しを行いながら事業を

実施することが指摘されている。 

（考察） 

事前評価時の課題である新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、

現在も継続しており、それらを大きな理由として事業が停滞してい

た団体については、具体的な見直し策の提案やロジックモデルの見

直し等の働き掛けを行っている。 

弊協会の非資金的支援については、担当 PO が作成した ToC 及び

事業計画書について、評価アドバイザーや分野専門家の協力を得

て、11 月中旬までにはロジックの見直しを行い、事業計画書への

反映を予定している。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

今後留意していなければ

ならないことは何か。 

実行団体の事業や活

動についての広報、実

行団体の先駆的な取

組の情報提供につい

て、今後いっそう支援

を強化する必要があ

（調査結果）専門家委員会では、実行団体アンケートの結果から、

これまでの弊協会の伴走支援について、「広報や情報共有など一部の

分野で『あまり支援されていない』を選択回答している団体がある。

これは、実行団体のニーズを受け止めた十分な支援ができていない

ためと推察され、今後十分配慮して支援してほしい」との提言があ

った。 
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る、と評価する。 （考察）実行団体アンケートで把握された部分、実行団体の事業や

活動の広報支援、実行団体の先駆的な取組についての情報共有、人

材確保に関する情報提供など、これまで十分取り組めていない分野

の伴走支援を強化する必要がある。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

実行団体からの先進的な

活動を学ぶとともにその

知見を広く共有できるよ

うに蓄積・整理しているか 

（各実行団体の先進

的な取組が）あまり共

有されていない、と評

価する。 

（調査結果） 

実行団体アンケートでは、他の実行団体の先進的な活動についての

情報提供や共有について、「十分なされている」2 団体、「ややなされ

ている」3 団体、「どちらでもない」3 団体、「十分なされていない」

１団体という回答であった。 

（考察） 

弊協会では、実行団体への伴走支援の中で、コロナ禍での試行錯

誤や工夫も含め、実行団体の先進的な活動ついて学ぶことができて

いる。一方、実行団体に対しては、定例面談等の機会を捉えて他団

体の取組をフィードバックするよう心がけてきたものであるが、実

行団体アンケートの回答を見ると、「どちらでもない」、「十分なされ

ていない」と考えている団体が４団体あることから、控えめな回答

であることも考えると、十分共有されているとは評価できない。 

また、学んできた知見について、広く共有できるよう蓄積・整理

できているかという点についても、不十分と言わざるを得ず、弊協

会として知見の整理をどのようにしていくのかは大きな検討課題の

一つである。 
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組織基盤強化・

環境整備 

総合的な判断として、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。それは何のためによる

ものと考えられるか 

実行団体の組織基盤

は、一定程度強化が進

んでいると評価する。

その要因は、休眠預金

等助成金を受けた新

たな活動への取組の

ほか、これまでの活動

規模が拡大したこと

によるものと考えら

れる。 

（調査結果） 

実行団体アンケートによれば、財政基盤については、9 団体中 7 団

体が「強化された、やや強化された」と回答。人材育成状況につい

ても９団体中７団体が「やや育ちつつある」、ネットワーク構築状況

は、同じく 9 団体中 7 団体が「進んでいる、やや進んでいる」と回

答している。 

（考察） 

実行団体アンケートで財政基盤が「強化された」とする背景は、多

くは本助成を受けたことで活動資金が獲得できたことによることか

らと考えられるが、この場合、助成終了後の継続性について疑問が

残るところである。弊協会の把握では、出口戦略の方向性が見えつ

つある団体が２、一番資金が必要な事業の立ち上げ段階を助成金で

賄い、その後は自己資金で継続可能な範囲の活動を予定している団

体が２、もともと自己資金で事業を行うつもり又は行っていた団体

が６であり、６団体はもともと自己資金での事業実施を目指してい

たことから、本助成金を受けたことで自己資金を消費せず３年間事

業に取り組むことができていることが、財政基盤が強化されたとい

う評価につながっているものと思われる。しかし、上述したとおり、

コロナ禍による今後の寄付等の収入減少が懸念されていることか

ら、本事業後半は、特に、助成終了後どのように事業を継続してい

くかについての伴走支援に力を入れる必要がある。 

人材育成については、休眠預金等活用事業に取り組むことを契機

として、新たな人材獲得に乗り出してみたところ、予想以上に良い



22 

 

人に入ってもらえたという話や、事業に取り組む中でスタッフが育

ってきているという声もある。弊協会においても、PO 未経験者が、

実際に事業を通して伴走支援や社会的インパクト評価について学ぶ

ことができており、総合的に、本事業を通じて人材が育ちつつある

と評価できる。一方、人材確保については、資金面での裏付けが必

要であることから、資金面での基盤強化と同様、今後、出口戦略を

見据えた伴走支援の充実が必要である。また、事業を進めていく中

でネットワーク構築の必要性に気が付いた団体も多いことから、本

助成を受けたことで活動の視野が広がり、それに伴って求められる

組織基盤強化が徐々に進んでいるものと思われる。 

 

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 

実行団体の特性によるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響の中でも、工夫しながら果敢に支援を継続してきた複数の実行団体

の姿勢が、短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因の一つである。 

また、実行団体によっては、団体の特性上または当該地域の感染状況等の事情により、感染リスクを高めるような活動を全停止した

り大幅に縮小せざるを得なかった団体もあるが、その場合でも、緊急事態宣言の合間を縫って活動したり、対面の活動をオンラインに

切り替えるなどして、活動を少しでも進めようとする姿勢も、短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因の一つと評価してい

る。 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

 弊協会でも、資金分配団体として、実行団体への伴走支援を手探りで進め、評価についても考察を深めていく中で、単に必要な資金

を助成するだけでなく、事業内容に踏み込んで助言や提案を行い、団体の基盤を強化する視点を持つといったことについての学びを得

られている。また、JANPIA からの伴走支援、第三者評価に準ずる調査・研究等に選定された過程等、評価専門家や分野専門家から示唆

をいただき、資金分配団体としての事業目標が明確になった。 
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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 

 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 

今回の中間評価に際して、弊協会評価アドバイザーの助力を得て、事業開始時に

はできなかった実行団体のロジックモデルについて、確認・整理をすることがで

きた。実行団体ごとに、事業のアウトカムの整理、活動の確認、活動の結果をどの

ように測定するか等の指標の再設定等を行った。これらの結果である改訂事業計

画書は中間評価報告書に添付できていないが、報告書提出後速やかに改訂を予定

している。また、弊協会の事業計画書についても、本報告書提出後 11 月に分野専

門家、評価専門家の支援を得て、ロジックモデルの整理を行い、改訂を行う予定

となっていることから、このように評価した。 
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3．活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

➀NPO 法人 TFG(若年女性へのアウトリーチ活動)       ➁NPO 法人神奈川県就労支援事業者機構（非行少年の職場体験活動） 
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➂更生保護法人ウィズ広島（更生保護施設退所者向けカフェ）   ④NPO 法人ジャパンマック（依存症の啓発漫画冊子）    

  


