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2021 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年  9 月  28 日 

● 事 業 名 ： 市民社会の調査・発信力強化プロジェクト  

● 資金分配団体 ： 特定非営利活動法人まちぽっと 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人 Tansa 

● 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

＊ 

 

①1-1 日本の市民や若手ジャ

ーナリスト、ジャーナリスト志

望の学生らが、取材の技術や知

識を得る。 

特設サイト（オンライン講

座）の参加者数 

オンライン講座受講者 200 人

（40 人×5 講座コース） 

2023 年 3

月 

7 人（アドバンスドコー

ス１期生） 

2 

②1-2 日本の市民や若手ジャ

ーナリスト、ジャーナリスト志

望の学生らが、社会問題解決の

ための情報発信をする。 

特設サイト（オンライン講

座）の参加者による情報発

信数 

書籍、ホームページなどの媒

体で 5 本の探査記事が発表さ

れ、SNS やブログなどでも多

数情報発信されている状態 

2023 年 3

月 

0 本 

※ただし、2022 年 2 月

頃に作品発表予定のコ

ースを 7 人が受講中 

2 

③2-1 日本の市民や若手ジャ

ーナリスト、ジャーナリスト志

望の学生らが社会問題テーマ

イベントの参加者数 イベントへの参加者 600 人

（30 人×6 回のシンポジウ

ム、20 人×15 回の市民向け出

2023 年 3

月 

フリースクールでの出

前授業：４回（各回 3〜

5 人） 

3 
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や解決への方法・取組を学ぶ。 前講座、10 人×12 回の大学出

前講座） 

④2-2 日本の市民や若手ジャ

ーナリスト、ジャーナリスト志

望の学生らが、社会問題解決の

ための情報発信をする。 

イベントの参加者による情

報発信数 

書籍、ホームページなどの媒

体で 2 本の探査記事が発表さ

れている状態（SNS での情報

発信多数） 

2023 年 3

月 

0 本 3 

⑤3-1 アジアの市民や若手ジ

ャーナリストが国際的な視野

を身につける。 

交流事業の参加者 交流事業参加者 20 人（アジア

圏の国での交流事業 1 回） 

2023 年 3

月 

0 回（0 人） 3 

⑥COVID-19 感染拡大のため緊

急対策が必要となりその対応

と緊急時対応のための組織基

盤の整備を行う。 

本来事業活動への影響 

緊急対応のための内部、外

部人材の確保 

本来事業への影響の軽減 2021 年 3

月 

本来事業への影響を軽

減できている。 

1 

＊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 

  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 ☐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 

・オンライン受講かオフライン受講かを選ぶことができる「ハイブリッド型」の研修会を導入した。 

・オフライン受講を予定していたオンライン操作に不慣れな参加者でもストレスなく受講できるよう、必要機材や人員を早急に確保した。 

・対面研修で使用できる広いイベントスペースを外部から無償提供してもらった。コストをかけることなく、十分な感染対策を講じながら

実施することができた。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

なし 

 

2.広報制作物等 

 弊社ウェブサイトに特設ページを開設：https://tansajp.org/school/ 

 

3.報告書等 

なし 

   

https://tansajp.org/school/
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2021 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 

 

活動内容の分析、受講生ヒアリング  國學院大学・経済学部特任助教 

活動内容の分析、受講生ヒアリング  特定非営利活動法人 Tansa・理事長 

活動内容の分析  特定非営利活動法人 Tansa・理事 

活動内容の分析  特定非営利活動法人 Tansa・理事 

アンケート項目作成、調査実施、分析  特定非営利活動法人 Tansa・理事 

外部 受講生ヒアリング  朝日新聞・記者 

アンケート項目作成、データ整理補助  立教大学社会学部 5 年 

アンケート項目作成、データ整理補助  早稲田大学政治経済学部 3 年 

アンケートデータ整理補助  渋谷教育学園幕張高校 3 年 

 

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 

特設サイト（オンライン講座）の

参加者数、参加者による情報発

信数 

参加者によって、探査記事の発表（5 本）

や情報発信（50 以上）が行われ、問題

解決のために事態が動く状態（法律の

2023 年 3 月 ① ベーシックコース１期生：44 人。探査報

道記事の発信：1 本。※参加した記者が

職場（新聞社等）での記事執筆時に活か
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改正、企業の不正の暴露など） したり、参加した市民がメディア媒体へ

寄稿したりするケースを把握済み。 

②アドバンスドコース 1 期生：7 人。 

探査報道記事の発信：2022 年 2 月頃に、各

人が発表する見込み。 

イベントの参加者数、参加者に

よる情報発信数、参加者以外の

情報発信への拡がり 

600 人（参加者）、連載記事 2 本（参加

者による探査記事）、連載記事以外 50 本

（参加者による SNS やブログなどでの

情報発信数）、参加者以外による情報発

信（他の媒体）への拡がり 

2023 年 3 月 ①出前講座：8 回実施 

・地方議員：3 回（各回 25〜30 人） 

・NGO：1 回（6 人） 

・フリースクール：4 回（各回 3〜5 人） 

②記事：0 本 

③参加者以外による情報発信：0 本 

イベントの参加者数、参加者に

よる情報発信数 

15 人（参加者）、1 本（連載記事）、5 本

（SNS やブログなどでの情報発信数） 

2023 年 3 月 記事：0 本 

 

 

 

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 

【オンライン講座について】 

参加者数は、概ね達成できる見込みがある。ただし、参加者に

よる記事等の発信数の達成可否は現時点で不明である。理由と

して、新型コロナウイルス感染症の流行によって各コースの開

始時期が遅れ、まだベーシックコースの１回目しか完了できて

いないことが挙げられる。探査報道記事として発信するに値す

る作品をつくるのは、アドバンスドコースだ。助成期間中にア

ドバンスドコースを何回実施できるかによって、達成が左右さ

れる。 

【出前講座について】 

助成期間中に目標値に達しない恐れがある。理由は新型コロナ

の影響で、主に２つある。一つは、営業活動が制限され、受講

者を集めにくいことだ。もう一つは、対面授業ではなくオンラ

イン講座になりやすいことだ。出前授業の醍醐味である直接の

指導ができないため、受講者にとってのメリットが減り、結果

的に受講生を集めにくくなる。 

一方で、助成期間終了後も事業を継続し、将来的に目標を達成

するための基盤を助成期間内に作ることは可能だ。2021 年度後

期からは、新型コロナの流行明けに事業を拡大できる基盤づく

りに力を入れる。 
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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 

インプットは計画どおり

か（計画値との比較） 

計画通りではないが、

継続的に進められて

いると評価する。 

＜調査結果＞ 

内部評価者４人のうち全員が、「計画通りではないが、継続的に進め

られている」と回答した。以下のコメントが挙がった。 

 

・新型コロナウイルス流行により開始時期が遅れ、今もその遅れを

引きずっている。 

 

・運営体制を整えるために次期ベーシックコースは、開講時期を後

ろ倒しにすることになった。 

 

・当初計画していた、海外の報道機関などとの連携はまだ見通しが

立っていない。新型コロナウイルス流行による弊害もあるが、それ

を克服するための人員確保もできていないので、計画よりも先にな

る可能性がある。 

 

・ローンチから一年を迎え、一定のニーズがあることがわかった。

知名度が高くない割には多くの人々が関心を持ち、受講してくれた

と感じている。これからは存在感を高めるプロモーション戦略を立

てて継続的に一定の受講生を確保することが課題だ。また、学習内

容については概ね満足しているという受講生の声をもらっている

が、学習効果はまだまだ向上させられる見込みがある。コンテンツ
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の体系・質・量の観点からさらにブラッシュアップしていく必要が

ある。 

 

＜考察＞ 

計画よりも遅れているものの、活動が完全に止まることはなく、継

続して活動している。ベーシックコースとアドバンスドコースを一

通り実施することで、改善点や新たな発展の可能性を見出すことが

できている。新型コロナ流行に左右されず、残りの助成期間及び、

助成終了後の活動発展を目指す。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

「緊急支援枠」により本来

事業活動への反映、改善が

されたか 

「緊急支援枠」により

本来事業活動への反

映と改善がされたと

評価する。今後も、「緊

急支援枠」により購入

した機材の使用と、機

材を扱える人員の育

成を続けていく。 

＜調査結果＞ 

内部評価者４人のうち全員が、５段階評価の「５」（もっとも良い評

価＝緊急支援枠の予算が適切に使用され、事業に活かされた）と回

答した。以下のコメントが挙がった。 

 

・新型コロナ流行下での開催となり、会場での対面研修に参加でき

ない受講生のために、講義の内容を撮影して配信する必要があった。

その際、「緊急支援枠」により必要な機材を購入できて役立った。音

質や映像の画質の向上は、受講生の満足度に大きく貢献した。 

 

・オンラインの講座に頼らざるを得ず、機器の整備は大変役立った。

人件費については、いい仕事にはしっかり報いることが事業の継続

には必須なので、大変助かった。 
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＜考察＞ 

「緊急支援枠」により必要機材や人員を早急に確保できたことは、

本事業の受益者である受講生の「学びやすい環境」を担保するため

に大いに役立ったと言える。購入した機材は今でも引き続き使用し

ており、円滑に操作できるスタッフを育てることができている。 

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 

事業を通して新たな

アイデアが生まれた

と評価する。今後は、

新たなアイデアの実

現に向けた戦略立て

やトライアルでの実

施を行なっていく。 

＜調査結果＞ 

内部評価者４人のうち全員が「事業を通して新たなアイデアが生ま

れている」と回答した。以下のコメントが挙がった。 

 

・オンラインコミュニケーションツールを活用した交流会や研修を

実施することによって、多くの地域からの参加者が双方向的に交流

できることがわかった。 

 

・Tansa が設けている「国際アドバイザリーボード」のメンバーの

一人（若者育成事業に取り組む認定 NPO の代表）から助言をもら

い、学生、若手記者、専門職などそれぞれのニーズに合わせて既存

のコンテンツを組み合わせたプログラムを提供することなどを検討

しはじめた。また、受講希望者だけでなく、ジャーナリスト育成に

意義を感じる人々（Tansa の寄付者や読者など）が Tansa School を

理解する第一歩となるよう、無料オンラインイベントの実施を検討

し始めた。 

 

・フリースクールで中学生を対象とした出前講座を実施した。フリ
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ースクールとのコラボレーションは、同じ分配団体との出会いから

生まれた発想だ。 

 

＜考察＞ 

本事業で作り出したコンテンツは、あらゆる現場で応用でき、対象

者も当初の想定よりも多いことがわかってきた。これまでは、対象

者の属性によらずほぼ同じコンテンツを提供していたが、今後は各

対象者にカスタマイズしたコンテンツ・パッケージを作るための試

行錯誤を重ねる必要がある。 

組織基盤強化・

環境整備 

「緊急支援枠」により緊急

対応への組織体制のあり

方を整理し、見直しがされ

たか 

 「緊急支援枠」によ

り緊急対応への組織

体制のあり方を整理

し、見直しがされたと

評価する。今後もオン

ライン中心の組織体

制になることが見込

まれるが、「緊急支援

枠」により導入したツ

ールをうまく活用し

ていきたい。 

＜調査結果＞ 

内部評価者４人のうち 2 人が、５段階評価の「5」（もっとも良い評

価＝「緊急支援枠」により緊急対応への組織体制のあり方を整理し

見直しがされた）、2 人が「4」（次点）と回答した。以下のコメント

が挙がった。 

 

・積極的にオンラインツールを活用した運営をしており、事業は滞

りなく行えている。事業においてもオンラインでの講演会や交流会、

研修などを実施できた。新型コロナウィルスに対する危機管理意識

はメンバーによってムラがあると感じているが、対面とオンライン

の使い分けを明確に行っていきたいと思う。 

 

＜考察＞ 

評価は「4」と「5」で分かれたが、オンラインツールを活用するこ
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とでコロナ下の組織体制をカバーできていると複数人が答えた。良

質なオンラインツール導入のために「緊急支援枠」を活用すること

ができたと言える。 

組織基盤強化・

環境整備 

組織の財政的な成長につ

ながっているか 

現状では、組織の財政

的な成長につながっ

ていると評価できる

が、もっと成長できる

と考えている。例え

ば、収益を見込める新

たなアイデアが浮か

んできている。残りの

助成期間中にアイデ

アを形にし、将来的な

財政基盤を作ってい

きたい。 

＜調査結果＞ 

内部評価者４人のうち 2 人が、５段階評価の「4」（2 番目に良い評

価＝組織の財政的な成長につながっている）、1 人が「3」、1 人が「1」

と回答した。以下のコメントが挙がった。 

 

・ベーシックコース第１期は新型コロナウイルス感染拡大により、

募集・広報活動に制限があった。そのため、十分な運営費用を集め

ることができなかった。またコンテンツの作成などに多くの時間が

かかり、事業への寄付に興味を持つ支援希望者との交流も不十分だ

った。だが第１期が好評で開講実績ができ、受講生の職業や立場に

よりニーズが微妙に異なることもわかった。そのため、次期以降は

募集ニーズに合わせた広報活動を展開し、受講生を増やしていきた

い。支援希望者に対しては開講実績を踏まえ、改めて事業の必要性

を丁寧に説明していきたい。講座の内容が一部わかるオンラインイ

ベントの開催や、動画の作成なども検討している。 

 

・計画修正を機動的にしながら、事業の規模を少しずつ大きくして

いきたい。 

 

＜考察＞ 
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回答者によりムラがあった理由は、今後の潜在的な可能性を踏まえ

るか否かの差であると考察する。第１期は、初めての試みであるこ

とからまずは小規模でコンテンツの中身や受講生とのコミュニケー

ションのあり方を探求した。今後は、収益性を見込める新たなコン

テンツのアイデアを形にすることで、財政的な成長を後押ししてい

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 

広島にあるフリースクールの学生向けに、「スクープを放つ！」というテーマで全５回の出前講座を実施した。最終発表会では、それぞれ独

自の見解を、調べたことに基づいて表現できていた。自分らしさを表現することの醍醐味を知ったようだ。生徒の変化を見た親からは「自分

の強い意見を主張しているわが子の姿を見たのは初めて。驚いた」という声が上がった。小学生も参加していたが、中学生の参加者と足並み

を揃え授業を受けるのは厳しいことがわかった。教育現場へ広げていく際は、受講生の年齢や、調査・執筆スキルを考慮してコンテンツ作成

していく。 

 

事前評価時には想定していなかった成果 

①Tansa では、「国際アドバイザリーボード」を設けている。ジャーナリズム分野のみならず、NPO やビジネス、教育セクターなどあらゆる

分野の国内外のプロフェッショナルによって構成されている。彼らから、本取り組みは NPO や教育セクター、ビジネス界の人からも重宝さ

れるコンテンツであるとの評価をもらった。どのような内容・見せ方・伝え方にするかの助言をもらいながら、ジャーナリスト以外への積極

的なアプローチを取り入れることにつながった。 

 

②受講生から以下のような声が上がった。本事業は、受講生のスキル習得のためだけでなく、日々の仕事現場にはない役割を果たすことがで

きたと言える。 
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・技術面だけでなく精神的にも支えられている。 

・学んだことを現場で実践する際に疑問が生じた時も、とても分かりやすく丁寧に対応いただきありがたい。 

・日頃の仕事を理屈で整理しメソッド化するとこうなるんだな、と感心した。 

・普段、職場で原稿の企画や内容を相談できる、フィードバックしてもらえる人がいないので、本当にありがたい。 

 

 

 

    

③ 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 

 

中間評価を実施したことにより、当初の計画からの乖離具合を確認したり、新型

コロナウイルス流行下での実施方針を検討したりする機会をもらえた。 

 

当初の計画よりも各講座の実施時期が遅れたため、アウトプット・アウトカムが

少なかったが、２つのコースの実施時期をずらすことで着実に成果を出すことは

可能だということがわかった。また、想定よりも幅広い対象者がいることに気づ
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と自己評価する けたことは大きな収穫だ。 

残りの助成期間および助成期間終了後の活動拡大や財政基盤の強化につながるよ

うな目標を立てたい。 
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添付資料 活動の写真 

Tansa_アトバ゙ンストゴース対面研修会①              Tansa_アトバ゙ンストゴース対面研修会② 

          

Tansa_アトバ゙ンストゴース対面研修会③              Tansa_出前授業(フリースクール) 

         


