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2020 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年 9 月 30 日 

● 事 業 名 ： 誰もが暮らしやすい地域の創造  

● 資金分配団体 ： 大阪府地域支援人権金融公社 

● 実 行 団 体 ： 岬町人権協会 

● 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 

アウトプット 指標 目標値 達成時期 現在の指標の達成情報 進 捗

状況 

地域で支援が必要な対象者を

発見し、孤立状態を解消する。 

孤立状態を解消した住民

数 

孤立状態の解消された状

況を作り出す 

２０２３年

３月 

週１回以上の外出をしない人

が１５％程度あり、解消しき

れず 

3 

地域住民が参加できる交流・居

場所スペースを運営する。 

スペースの開所日数・ス

ぺースへの参加人数 

月４回 

１０人×４回 

２０２３年

３月 

コロナ対応でテイクアウトも

たびたびあるが１０人以上の

参加者あり、月４回程度実施 

2 

地域住民が商品・サービスの提

供者となる取り組みを行う。 

スペースの運営ボランテ

ィア数・商品の出品者数 

１０人以上 

１０種類以上の物品 

２０２３年

３月 

１０人以上のボランティア、

物品種類は下まわっている 

3 

地域の埋もれた課題を知る。 

 

発見された課題の数と内

容 

活動を続けていく中で新

たに課題を見つける 

２０２３年

３月 

コロナで、地域住民が集まっ

ての取組はできていない 

3 

地域の埋もれた課題を解決す

る。 

解決された課題の数と内

容 

解決方法を検討し解決を

図る 

２０２３年

３月 

コロナで、地域住民が集まっ

ての取組はできていない 

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 
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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 

人が密集することのないようにするため、緊急事態宣言中は食事のテイクアウトのみにした。“宣言”が解除されている期間は、CO2 測定器

機、アクリル板の設置、アルコール消毒や換気の徹底など対策を講じた上で、密を避けつつ集いの場が持てるようにしてきた。 

期間は 

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 

  ・取り組みのまとめの冊子を２００部作製し関係者等に配布した。 

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 

内部 アンケート作成、実施、集計、ヒアリング  岬町人権協会 職員 

内部 アンケート作成、実施、集計、ヒアリング  岬町人権協会 職員 

外部 社会的孤立者の現状分析、支援の形 

アンケート作成 

 (一社)ヒューマンワークアソシエーション 守口市生活困窮

者自立支援事業 責任者   (社会福祉士) 

外部 地域活性、共助のまちづくり 

アンケート作成、実施、集計 

 (株)HRC コンサルティング エコー共済担当者  (まちづく

りコンサルタント) 

外部 評価全般の評価指標の作成、分析、指導  (一社)ヒューマンワークアソシエーション 事業コンサルタ

ント   (産業カウンセラー) 

 

 

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 

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 

町営住宅の要配慮住民で、孤立

して生活をしている住民数 

孤立した高齢者がなく、誰もが何かのつなが

りのある中で暮らしていける状態 

２０２３年３月 コロナを警戒して外出を控えている

高齢者もいる 

町営住宅の要配慮住民で、外出

をしない(週１回程度)住民数 

社会的アクセスを容易にし、地域住民の“買い

物難民”等の状況をなくす 

２０２３年３月 外出しない高齢者は 10％程度あるが

見回り活動に対しては好意的 
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地域での支援者が心配している

住民の数 

見守り活動のほか、住民同士が声を掛け合え

るようなつながりを作り出す 

２０２３年３月 ボランティアとのつながりはある

が、住民同士はまだ足りない 

地域住民の生活満足度 

 

地域住民の８０％以上が満足している ２０２３年３月 現在の生活についての満足度はまだ

５０％に満たないことは課題 

地域住民の人権協会に対する認

知度、信頼感 

地域住民の認知度８０％、信頼感６０％を得

る 

２０２３年３月 まだまだ認知度が不足している 

地域住民が地域の賑わいを感じ

ることができる 

地域住民の８０％以上が賑わいを感じること

ができる 

２０２３年３月 少し賑わいが出てきていると感じて

いるが、まだまだ足りない 

各活動の担い手となる地域住民

の数 

30 名以上のボランティアを確保するととも

に、共助の関係を作っていく 

２０２３年３月 ボランティアは３０名以上いるが、

高齢傾向が課題 

  

 

 

 

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 

居場所や交流の場所を確保、整備し終えることができ

たことは大きな成果だと考える。新型コロナの影響を

様々な形で受けているが、対策を講じてたうえで、で

きることを模索しながら進めてきた。人権協会が休眠

預金を活用して開設した交流・集いの場や買い物支

援、見守り活動は、地域住民に大変喜ばれているし、

求められてもいることは、ボランティアにとっても主

催する人権協会にとっても実感するところである。 

 



6 

 

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 

・事業の進捗状況を調査す

る。 

・事業の進捗状況を確認した

うえで、適切に進捗してい

るかどうか確認する。 

・コロナの影響を

一定受けた。 

・コロナの影響を

除けば、適切に

進捗している。 

・新型コロナによる緊急事態宣言がたびたび出されてきたた

め、取組はそのたび影響を受けてきた。そのなかでも、できる

だけ創意工夫をし、対策を講じて実施できる事業は実施してき

ている。住民の当事業に関するニーズと期待は大きく、継続的

に発展させながら取り組んでいくことが重要である。 

実施をとおした活

動の改善、 

知見の共有 

・現状を調査・分析したうえ

で、改善が必要な点・改善が

できる点を分析して、計画

に反映させる 

・会議等で取組の

確認、意見交換

を続けてきた。 

 ・取組みの中心になっているボランティアが原則月１回集まり、

コンサルや事務局とともに進捗状況等確認しながら意見や情報

交換を続けてきたので、これを通じて改善につながっている。 

 

組織基盤強化・環

境整備 

・活動から浮かび上がった地

域の課題について、解決す

る課題の選別と解決するた

めの計画を具体化する 

・地域の課題を組

織強化につなげ

る新しい発想が

必要 

 ・活動の担い手に高齢者が多いという課題、自己資金力が弱い

という課題については、活動の広がりや創意工夫によって改善

を図り組織基盤の強化を進めていく必要がある。 

 

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 

・コロナの影響を受ける中で、感染防止対策、緊急事態宣言下での取り組みの工夫など、必要に迫られつつも、これを乗り越えるための

組織的な強さが生まれていると思われる。その背景には、日常的に地域住民に接する中で、孤立を防ぐことや住民同士のつながりの大切

さを実感しながら事業を作ってきたボランティアの思いがあり、集まれないのであれば、テイクアウトであってもつながりは保たれたり

広がったりさせられるという判断と行動につながったといえる。 
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③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・本事業として取組んでいた高齢者等に対する見守り活動の延長として、地域での防犯活動を行ったり、また、新型コロナワクチンの接種 

予約を高齢者に代わってネット予約する取組み(100 名以上に対して)を行うなど、地域住民の緊急課題に臨機に対応することにつながっ

たことは成果であるといえる。 

    

 

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 

  今後も続くであろうコロナの影響については、現状、見通しきれないものが 

あり、組織的協議をもとに、変化に臨機に対応していく必要がある。 

 


