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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年   月   日 

● 事 業 名 ： 未来の福祉育成プロジェクト  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人パブリックリソース財団 

● 実 行 団 体 ： 一般社団法人無限 

● 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 

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

＊ 

1-1.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援従事者（支援

者）が自身のキャリアについて

の意識を高める。 

・キャリアプランの策

定 

・自身のキャリアプラン

を策定する 

2020 年 〜

2021 年 

・キャリア研修とキャリア面談

によって個人がキャリアプラ

ンを策定できている 

２ 

1-2.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援従事者（支援

者）が組織ビジョンを理解し、

自身のキャリアプランと合わ

せ、複合的に自身のキャリアを

捉えられるようになる。 

・キャリアプランの策

定 

・組織ビジョンの策定 

・浸透研修への参加 

・自身のキャリアプラン

を策定する 

・組織ビジョンが明確に

定義される 

・浸透研修に職員全員が

参加する 

2020 年 〜

2021 年 

・キャリア研修とキャリア面談

によって個人がキャリアプラ

ンを策定できている 

・ビジョン会議によって組織ビ

ジョンが明確に定義された 

・職員全員を対象として、キャ

リア研修や全体会議を行った 

２ 
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1-3.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援従事者（支援

者）が自身のキャリアプランを

更新する。 

・キャリアプランの策

定 

・キャリアプランの定

期更新 

・自身のキャリアプラン

を策定する 

・自身のキャリアプラン

を更新する 

2020 年 〜

2023 年 

・キャリア研修とキャリア面談

によって個人がキャリアプラ

ンを策定できている 

２ 

2-1.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援従事者（支援

者）が組織ビジョンを明確にす

る。 

・組織ビジョンの策定 

・組織のビジョン・ミッ

ション・バリューの策

定 

・組織ビジョンが策定さ

れる 

・組織のビジョン・ミッ

ション・バリューが明文

化される 

2020 年 〜

2021 年 

・ビジョン会議によって組織ビ

ジョンが策定された 

・ビジョン会議で組織のビジョ

ン・ミッション・バリューが明

文化された 

２ 

2-2.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援事業者（支援

者）が自己組織化組織を進める

体制を構築する。 

・既存制度の見直しと

改訂 

・目指す組織体制設計

と構築 

・制度、組織体制の明文

化と提示 

・制度が組織ビジョンを

基に設計、整備される 

・組織体制が設計、整備

される 

・制度や組織体制につい

て、職員に対して説明の

機会が設けられる 

2020 年 〜

2023 年 

・組織ビジョンに基づいて制度

が、設計、整備された 

・組織体制が設計、整備された 

・職員全員を対象とした全体会

議で、制度や組織体制について

説明を行った 

２ 

2-3.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援事業者（支援

者）が、自己組織化を進めるた

めの意識や能力を身につける。 

・職場懇談会の実施 

・研修による理解度及

び行動変化 

・自身や組織の状態が共

有できる場が設けられる 

・理解度の向上、行動変

化が促進される 

2020 年 〜

2023 年 

・個人においては個別面談、組

織においては定期ミーティン

グによって個人や組織の状態

が共有できる場を設けた 

２ 

2-4.生駒市において、福祉事業

所及び福祉支援事業者（支援

者）が、自己組織化を進める施

・自己組織化について

の理解度の向上 

・自主的取り組みの実

・ホラクラシー普及浸透

ツールの作成 

・自主的な取り組みが組

2020 年 〜

2023 年 

・現在の進捗に合わせて、ホラ

クラシー普及浸透ツールの作

成を随時行っている 

２ 
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策を自主的に実施する。 施 織内で行われる 

＊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 

  1.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 ☐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 

リアルとオンラインの併用 

 

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 

  

 

 

 

 



4 

 

 

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 

内部 事業統括  代表理事 

内部 法人内広報・窓口  副代表理事 

外部 評価設計・分析  NPO 法人 AtoMs 

外部 評価設計・分析  株式会社きざはし 

 

 

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.生駒市において、福祉事業所及

び福祉支援従事者（支援者）がキ

ャリア自律された状態になる。 

・職員のキャリア意識の向上 

・キャリアプランと組織ビジョンの融合 

・キャリアプランの定期的な検証 

・職員のチームビルディング意識の向上 

2020 年 〜

2023 年 

キャリア意識やキャリアプランの

策定においてはできている状況で

ある。今後は、策定されたキャリア

プランを更新するサポートを行

う。また、キャリアプランを考える

上で、チームビルディング意識の
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向上に関する必要性が生じたた

め、目標値に追加した。 

2.生駒市において、福祉事業所及

び福祉支援従事者（支援者）が自

己組織化された状態になる。 

・組織ビジョンの明文化 

・自己組織化組織体制の構築 

・自己組織化意識の浸透 

・自己組織化に向けた取り組みの実施 

・チームビルディングに向けた取り組みの実施 

2020 年 〜

2023 年 

組織ビジョンや新組織体制につい

ての策定や構築はできている状態

である。今後は組織ビジョンや新

組織体制の運営を進めていく中

で、理解を深めるサポートを行う。 

また、新しい組織体制を円滑に運

営するために、チームビルディン

グを行う必要性が生じたため、目

標値に追加した。 

 

 

 

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 
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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 

 ☐ 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 

当初予定していた目標値は、理解の醸成や意識向上の

アプローチ、あるいは新しい組織体制に関する必要項

目の策定であったため、計画通り達成できていると考

える。短期アウトカムに追加があったが、それも含め

て計画通りであると考える。 

今後は個人の理解のサポートや、組織ビジョン、新組

織体制の浸透のサポートに移行する必要があると考

える。 
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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 

事業（スケジュール）の進

捗状況 

計画通りに進んでい

る 

〈調査結果〉 

グループディスカッションにより事業スケジュールの進捗について

意見交換を行った。ロードマップやスケジュール、計画と照らし合

わせて議論を行い、進捗が計画通りに動いていていることを確認し

た。 

〈考察〉 

初期段階においてコロナ禍によるスケジュールの変更を余儀なくさ

れたが、バッファー期間を儲けていたことで１年目には計画通りに

修正でき、２年目についても上半期は計画通りに進められている。 

また実施内容について延期したもの、前倒ししたものがあるが、２

年目には計画通りの内容を実施するに至っている。 

 事業（アウトカム）の進捗

状況 

計画通りに進んでい

る 

〈調査結果〉 

グループディスカッションにより現場の状況や職員の状態について

意見交換を行った。職員の状態や課題感、想定アウトカム 

〈考察〉 

事業の進捗に伴って、現場において職員にも変化が見られている。

また、中間のアンケート調査によっても変化が顕在化し、アウトカ

ムの進捗についても確認できている。 

実施をとおした

活動の改善、 

研修による変化と理解の

状況 

研修による変化が見

られる 

〈調査結果〉 

全職員を対象にしたアンケートを行い、研修内容の理解と研修の効
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知見の共有 果の検証を行った。研修内容については 60%を超える割合で効果が

見られた。また、内容については他者との違いを顕在化させる内容

が、学びになったとの回答が多かった。 

〈考察〉 

研修については評価が概ね評価が高かったことから、職員１人１人

に対する学びは提供できていると考える。ポジティブな評価の割合

が多く、想定していたよりも職員の学びになっている様子が確認さ

れた。 

 従業員・運営チームのキャ

リア自律意識の理解の状

況 

 〈調査結果〉 

現在ヒアリング調査を進行中 

〈考察〉 

 従業員・運営チームのキャ

リア自律意識の理解の状

況 

キャリア意識の向上

やキャリア自律に理

解が見られる 

〈調査結果〉 

全職員を対象にしたアンケートを行い、キャリア研修やキャリア面

談を通して、キャリア意識の向上やキャリア自律に対する理解が生

まれたかどうかの検証を行った。キャリア形成に対する理解や必要

性については高い理解があったものの、実際に主体的なキャリア形

成をするに至っている職員の割合はまだ少ないことが確認された。 

〈考察〉 

キャリア研修及びキャリア面談によるキャリア意識の向上やキャリ

ア自律に対する理解は効果があったと考える。これまでのキャリア

を見直し、これからのキャリアプランの構築に対する意識づけはで

きていると考える。しかしながら、１回の研修や面談では、理解し

きれない部分があるので、今後もキャリア形成に関するサポートを



9 

 

していく必要があると考える。 

 従業員・運営チームの新し

い組織ビジョンの理解度 

 〈調査結果〉 

現在ヒアリング調査を進行中 

〈考察〉 

 従業員・運営チームの新し

い組織ビジョンの理解度 

組織ビジョンについ

て職員への周知がで

きている。 

〈調査結果〉 

全職員を対象にしたアンケートを行い、組織ビジョンに対する理解

があるかどうかの検証を行った。職員の約半数に、新しい組織ビジ

ョンに対しての理解が見られたものの、残りの半数の職員は理解が

不充分であったり、必要性を感じられなかったりとの結果が見られ

た。また、組織ビジョンを実践するにあたってはほとんどの職員に

イメージがついていない状態であることが確認された。 

〈考察〉 

組織ビジョンについては、朧げながら理解している職員が一定数い

ることが確認された。また理解している職員と理解に至っていない

職員の差もあることが確認された。伝達の形で伝えることはもちろ

んであるが、これからは新しい組織体制の運営を通して体験的な理

解が得られるものと考える。組織運営の中で、組織ビジョンを振り

返る機会やサポートをしていく必要がある。 

 従業員・運営チームの新し

い組織運営に対する理解

度 

 〈調査結果〉 

現在ヒアリング調査を進行中 

〈考察〉 
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 従業員・運営チームの新し

い組織運営に対する理解

度 

 〈調査結果〉 

全職員を対象にしたアンケートを行い、新しい組織体制についての

理解があるかどうかの検証を行った。新しい組織体制については、

具体的な話も多く、耳にした職員の割合は組織ビジョンよりも多か

ったが、理解については、ほとんどの職員が探り探りの状態である

ことが確認された。また、変化後のイメージについても、イメージ

がついていない職員が多かった。 

〈考察〉 

新しい組織体制については、業務の運営体制に直結することもあり、

事前に耳にする職員の割合が多かった印象である。しかしながら、

実際の変化が見えない状態での説明にならざるを得ないので、具体

的な行動のイメージや変化後の状態については、理解が進んでいな

い印象である。これらは組織ビジョン同様新しい組織体制の運営を

通して体験的な理解が得られるものと考える。組織運営の中で、新

しい組織体制を振り返る機会やサポートをしていくことで理解が深

まるものと考える。 

組織基盤強化・

環境整備 

 

 

  

 

 

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 

職員の自律性を高める研修を行ったことで、課題や問題が生じたときに解決方法として、これまではすぐに誰かを頼って解決する状態だった

が、研修が進んでいくにつれて「解決のために自分に何ができるのか」を考える職員が増えた。 



11 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

組織ビジョンをつくる中で、組織や普段の業務に対する意識を組織内で相互に確認することができた。 

チームビルディングに関する取り組みを行ったことで、普段の業務に関してもコミュニケーションが円滑に取れる雰囲気が醸成された。 

 

    

④ 事業計画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 

  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 

概ね事業計画通りに進んでいるため、改善の必要はなく、計画通りの実行を目指

す。 
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添付資料 活動の写真 

    

      


