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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 11 月 5 日 

● 事 業 名 ： 子ども支援団体の組織基盤強化  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人パブリックリソース財団 

● 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 

B4S：広報の全体像を整理した上

で達成すべき目標を決める 

メンバーの共通認

識 

持てている 2021 年

6 月 

 2 

B4S：コミュニケーション手段策

定ができる 

戦略の有無 策定できている  戦略作りのためのデータ分析中 2 

B4S：B4S や子どもの応援者を増

やすための制作物を完成させる 

納品物として完成 リニューアルされている 2021 年

7 月 

団体 Web サイト完成 

年次報告書完成 

2 

発達わんぱく会：体系的な新人

研修が実施できている 

「療育のまとめ」

を新人研修のテキ

ストとして何回利

用できたか 

研修開催回数/年 5 回、受

講率/100% 

2021 年

度、2022

年度 

2021 年度は 8 月までに全 9 回を終了

（うち 3 回の研修で「こっこの地図」

を使用）、受講率 100%。 

2 

発達わんぱく会：新人スタッフ

が安心して対応できる療育の件

活動の成果物を活

用した新人研修を

1 人週 3 回以上 2022 年

度 

計画時期に至っていない 2 
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数が増える 受講したスタッフ

を、実際の療育に

当たらせることが

できたか 

発達わんぱく会：「こっこ」教室

数の増加 

「こっこ」教室数 5 教室（既存 4 教室＋1 教

室） 

2022 年

度中 

当事業開始後ロジカルに整理した結

果、これらの成果は、より後に現れる

ことが分かったため、中期アウトカム

と位置付けた。 

3.  

無限：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 

無限：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 

無限：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 
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無限：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 

無限：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 

無限：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 

無限：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策を

自主的に実施する。 

・自己組織化につ

いての理解度の向

上 

・自主的取り組み

の実施 

・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

織内で行われる 

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 

ちゅらゆい：子どもの居場所事

業の継続について協議する  

視察回数 

検討委員人数 

自主事業の事業計画がた

つ 

2022 年

3 月 

・視察を 13 回行った 

・5 名の検討委員で 6 回の検討会を実

２ 
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 検討会実施回数 

 

 施した 

・中高生の居場所事業 2 件は、委託事

業として継続が決まる見込み 

・小学生の居場所事業は 2021 年度で

委託事業が終了。2022 年から学童と放

デイの複合型事業所に移行及び開設す

るための準備中。利用料が払えない世

帯に関しては、助成金等での対応がで

きるよう市と協議中 

ちゅらゆい：既存の支援ノウハ

ウを分類、明文化する 

 

インタビュー件数 

検討会実施回数 

 

書籍化に向けた情報が収

集、分類、分析されてい

る 

 

2022 年

3 月 

・登場人物 5 名のインタビュー完了。

各人 2 回ずつ計 10 回 

・検討会 13 回実施 

・台本が完成しネームの段階で登場人

物本人への確認と修正を適時行ってい

る 

・現在漫画家が作画中で、完成は 12 月

頃。漫画の仕上げは、漫画家指導の下、

子どもの居場所の利用者が行う予定 

・出版費用捻出のためのクラウドファ

ンディングは 11 月中旬スタートを目

標に準備中。目標金額 200 万円。 

2 

 

ちゅらゆい：支援員のスキルア

ップ研修を実施する 

研修会実施回数 

 

研修を 12 回実施し、職員

の支援スキルが向上して

2021 年

12 月 

・研修を 8 回実施した 

・企画書作成を始めた。外部にも相談

３ 
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いる して体系的なものにする予定。 

ちゅらゆい：リーダー層の育成

研修を実施する 

研修会実施回数 

 

研修を 12 回実施し、リー

ダーのマネジメントスキ

ルが向上している 

2021 年

12 月 

・リーダー会を 12 回実施した 

・研修を 5 回実施した 

・体系的な研修企画にし、個人面談や

メンタリングを組み合わせていくため

に、外部に相談する予定。 

３ 

ちゅらゆい：キャリアパスの指

標を定め、社内規定をつくる 

検討会実施回数 

人事、キャリアに

関する社内規定が

できているか 

キャリアパスの指標が職

員に周知され、それに沿

った給与規定をはじめと

する社内規定が策定され

ている。 

2021 年

3 月 

・社内規定の作成は完了。コロナの影

響を踏まえてアップデートを続けてい

る。 

・キャリアパスの指標についてはあせ

ってリーダーだけで作成するべきでは

ないと方針転換。法人のビジョン・ミ

ッションのバージョンアップ、中長期

計画の見直しも必要なことから、合意

形成しながら進めたい。 

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

＊ 

 

実行団体が今回取り組む組織基

盤強化策 

組織基盤強化策につ

いての理解の度合い 

組織基盤強化策に

ついて理解する 

2023年〜

2024 年 

伴走支援および一連のプロセスを経

て、それぞれの実行団体の組織基盤強

２ 
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化策は実行団体のメンバーに理解され

ている。または理解されつつある。 

実行団体が今回取り組む組織基

盤強化策 

組織基盤強化策の計

画の策定 

組織基盤強化策の

計画が策定される 

2023年〜

2024 年 

伴走支援およびコンサルタントの介入

により、それぞれの実行団体において

組織基盤強化策の計画が策定されてい

る。またはブラッシュアップしながら

改訂が続いている。 

２ 

実行団体が今回取り組む組織基

盤強化策 

組織基盤強化策につ

いての合意形成 

組織基盤強化策に

ついての合意形成

ができる 

2023年〜

2024 年 

伴走支援およびコンサルタントの介入

により、それぞれの実行団体において

組織基盤強化策の合意形成がなされて

いる。またはなされつつある。 

２ 

実行団体が今回取り組む組織基

盤強化策 

組織基盤強化策につ

いての課題の解決 

組織運営上の課題

の解決がはかられ

る 

2023年〜

2024 年 

伴走支援およびコンサルタントの介入

により、それぞれの実行団体において

組織運営上の課題の解決がはかれつつ

ある。 

２ 

＊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 

 実行団体とのミーティングは原則オンラインで行っている。 

 Google Jamboard など、共同作業に適したオンラインホワイトボードなどのツールを使うなど、オンラインでも合意形成ができるように

工夫している。 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 

 

2.広報制作物等 

    

    

3.報告書等 
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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 事業全般  事務局長 

内部 ワークショップ、記録の作成  プログラムオフィサー 

内部 ワークショップ、記録の作成  プログラムオフィサー 

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  

・組織全体の財政規模が拡大 

・自主財源比率の向上 

・スタッフの満足度の向上 

・財政規模の初期値（4 団体の平均：

153,940,616 円）より大きくなること 

・自主財源比率の初期値（4 団体の平均：

12.1％）より大きくなること 

・組織診断の総合点の初期値（4 団体の

平均：268.4 ポイント）より大きくなるこ

と 

2023 年

〜 2024

年 

組織診断シートの記入や、それに基づくディスカッシ

ョン、専門コンサルタントの介入や、組織内での課題

意識の共有の促進などを通じて、組織課題が明確化・

共有化され、組織変革につながる組織基盤強化の取り

組みが行われている。 

なお、中間評価の時点ではアウトカムに至る想定では

ないため、目標値に対する確認は現時点では行ってい

ない。 
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'・受益者数の増加 ・４団体の合計の初期値（4，004 名）よ

り大きくなること 

2028 年

〜 2033

年 

組織基盤強化の取り組み後、5 年程度たったころに成

果が受益者数として現れる想定であるため、現段階で

は数値の把握は行っていない。 

 

【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  

・組織全体の財政規模が拡大 

・自主財源比率の向上 

・スタッフの満足度の向上 

・財政規模の初期値（4 団体の平均：

153,940,616 円）より大きくなること 

・自主財源比率の初期値（4 団体の平均：

12.1％）より大きくなること 

・組織診断の総合点の初期値（4 団体の

平均：268.4 ポイント）より大きくなるこ

と 

2023 年

〜 2024

年 

組織診断シートの記入や、それに基づくディスカッシ

ョン、専門コンサルタントの介入や、組織内での課題

意識の共有の促進などを通じて、組織課題が明確化・

共有化され、組織変革につながる組織基盤強化の取り

組みが行われている。 

なお、中間評価の時点ではアウトカムに至る想定では

ないため、目標値に対する確認は現時点では行ってい

ない。 

・受益者数の増加 ・４団体の合計の初期値（4，004 名）よ

り大きくなること 

2028 年

〜 2033

年 

組織基盤強化の取り組み後、5 年程度たったころに成

果が受益者数として現れる想定であるため、現段階で

は数値の把握は行っていない。 
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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 

実行団体は、3 年間かけて組織基盤の強化に取り組んで

いる。組織開発、人材育成、広報ファンドレイジング、

財源構造の変革、リーダーシップ開発など、いずれも効

果が現れるまでに時間がかかる取組みである。それぞれ

の実行団体は、資金分配団体による非資金的支援や専門

のコンサルタントと共に、アウトプットを出しながら取

り組みを進めており、短期アウトカムの目標値はおおむ

ね達成できると考えている。 
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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 

活動内容は計画どおりに

実施されているか 

計画を修正しながら

実施している 

資金分配団体の活動としては、コロナの影響などで訪問や集合研修

を行うことができず、オンラインで可能な範囲で実施するなど、計

画を修正しながら実施した。 

実行団体による活動は計

画どおりに実施されてい

るか 

計画を修正しながら

実施されている 

実行団体では、コロナの影響で多少の遅れはあったものの、ほぼ計

画どおり実施されている。一部、人の異動に伴い内容を変更してい

る団体もあるが、アウトカムに影響はない。 

コロナ追加助成による影

響 

追加助成は有効に活

用された 

コロナの影響でオンラインでの事業実施にかかる費用が追加で必要

になったり、ファンドレイジングがより困難になることが予想され

てマーケティングの費用が追加で必要だったり、対面ではなく事業

の意義を伝えるためのツールが必要になるなどのニーズがあった。

各実行団体ではコロナの追加助成が活かされている。 

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 

生まれた マニュアルづくりを進める他の実行団体の取り組みを知って、漫画

で活動の価値を伝えるというアイデアを得た団体がある。また、伴

走支援やコンサルタントの介入などにより、実行団体では新たなア

イデアを得る場面が出現している（「ミッション・ビジョンから明確

化・共有化する必要があった」「広報にも戦略が必要」「マニュアル

だけではなくそれを活かす仕組みが必要」、など） 
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資金分配団体は実行団体

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整理・

蓄積しているか 

資金分配団体は、実行

団体の先進的な活動

から学びを得、整理・

蓄積している 

実行団体への訪問はコロナ禍で機会が限られてしまっているが、先

進的な活動を学ぶことができている。その知見については、訪問や

実行団体との定例会の記録を手元に残し、事前評価報告書や、

JANPIA との定例会の資料を作成するという形で、整理・蓄積して

いる。その知見を広く共有できるようにするのが今後の課題である。 

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、強化されつつあ

る。資金が得られたこ

と、専門のコンサルタ

ントの支援があるこ

と、資金分配団体の伴

走支援があること、な

どが要因と考える。 

3 年間かけて組織基盤の強化に取り組む計画であり、強化された状

態が確認できるのはまだ先である。現時点では、ミッション・ビジ

ョンが共有できたり、WEB がリニューアルできたり、キャリア研修

やビジョン会議の効果が徐々に現れてきたり、マニュアルが出来上

がり活用の段階に入ったり、委託事業の自主事業化への道筋が見え

てきたりといった、アウトプットレベルの成果は出ている。 

包括的支援事業の在り方

に関する知見や経験を蓄

積する体制を整備してい

るか 

個々の実行団体で行

っていることと、資金

分配団体で行ってい

ることがある 

子ども分野の NPO の組織基盤強化の必要性については、田口が助

成財団センターのオピニオン誌である VIEWS の 2021 年 9 月号の

巻頭言に寄稿し、社会課題解決のためには NPO 等の組織基盤強化

への助成が重要であることを訴えた。本事業における知見や経験も

蓄積し、さらに発信して行きたい。 

 

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 

資金分配団体としての伴走支援に加え、助成金の中から委託費を支払う形で組織基盤強化の領域に合った専門コンサルタントの支援

を得ることが、実行団体にとって有効にはたらいている。 

今回の４つの実行団体の年間財政規模はいずれも 1 億円を超えており、規模が大きい団体ほど拡大期を経てすでに成熟期に入ってい
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る。ひととおりのマネジメントはできており、専門コンサルタントを十分に活用できるだけの体力がある団体にとって、組織基盤強化

の費用に使える年間 360 万円という助成金は、他にこのような助成プログラムがない中で非常に有効にはたらいているといえる。企業

も相手にコンサルティングをしているようなブランディング、ファンドレイジング、組織開発、人材育成などといった、専門コンサル

タントで、かつ NPO の実態に即した支援ができるコンサルタントは少ないが、資金分配団体としてはそのような専門コンサルタント

の発掘と実行団体のニーズや相性もみながらのマッチングをするという役割も果たしている。 

事例）B4S の場合、広報強化に取り組む計画で、1 年目はブランドコンサルティング会社の協力を得て、新たなロゴの作成や、ファン

ドレイジングに結びつくウェブサイトへのリニューアルを行った。そのプロセスで、組織のミッション・ビジョンの明確化の必要性を

コンサルティング会社から指摘され、同社のファシリテーションのもと、組織を挙げてディスカッションを行うことができたのは大き

な収穫であったと言える。さらに 2 年目は新たなウェブサイトの効果検証をしながら弊財団との対話を繰り返す中で、ファンドレイジ

ング戦略の必要性を認識し、戦略作りと、併せてチームビルディングに取り組むことになった。ファンドレイジング戦略の専門コンサ

ルタントを資金分配団体が紹介し、現在マッチング中である。最初は広報強化から始めたが、専門コンサルタントや資金分配団体の伴

走支援により、組織変革につながる組織基盤強化の取り組みになりつつある事例である。 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

実行団体の組織基盤強化のプロセスにおいて、思いがけない気づきや発見があった。例えば発達わんぱく会では、「地図」を使って人材

育成する際に、教室長とマネジメントについて話しながら進めることが必要だという新たな気づきがあった。また、ちゅらゆいでは、

ミッション・ビジョンや中長期戦略を参加型で策定するにあたって、まずは各事業所のリーダーの組織全体のマネジメントに関する参

画意識の醸成が必要であるとの気づきがあった。 
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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 

４つの実行団体が決定する前に作成した事業計画は、実際に 4 団体に伴走支援を

する過程で微修正をしてきた。 

例えば組織診断を最初の 6 ヵ月かけて行う計画であったが、必ずしもその通りに

進んだわけではない。組織が急拡大して間もない団体においては、まさに数か月

かけた組織診断が有効であった一方、4 団体の中には、組織基盤強化計画がすでに
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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 

団体のミッションやビジョンやその分野での波及効果に直結しており、計画を実

行するだけの強固な組織マネジメントが存在しているため、丁寧な組織診断は必

要ではなかった団体があった。また別の団体は、専門コンサルタントとの関係上、

当初は組織診断には時間をかけずに組織基盤強化計画を先行して進めたが、やり

ながら組織アセスメントやミッション・ビジョンの共有の必要性に気づき、取組

みを深化させていった団体もある。 

なお、事前評価では、当初想定していたアウトカム指標に加えて、以下を設定し

ている。今後も、短期アウトカムを達成するために、柔軟に事業計画を改善して

いくような伴走支援に取り組みたい。 

•資金調達力が強化され、実行団体の活動を支える財源を確保する道筋ができる。 

•子どもたちの課題を解決するための手法が各地域や各分野で広がり、効果的な事

業を行う担い手の裾野が広がる道筋ができる。 

 


