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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年９月２９日 

● 事 業 名 ： 持続可能な地域のモデル創出事業  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人 佐賀未来創造基金 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人 空家・空地活用サポート SAGA 

● 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 

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

＊ 

空き家を活用したシェアオフ

ィスの運営 

シェアオフィスの業務開始 実施 2020 年 

4 月 

計画通り、2020 年４月にシェアオフ

ィスの業務開始ができている 

（参考） 

・初年度中に入居率 90％（10 団体）

となった 

2 

空き家問題解決プラットフォ

ームの構築 

空き家対策ネットワークの

構成員数 

居住支援ネットワークの構

成団体数 

勉強会の開催 

15 名 

 

８団体 

 

６回開催 

2023 年 

3 月 

空き家対策ネットワークの構成員数 

13 名 

居住支援ネットワークの構成団体数 

６団体 

勉強会の開催 2 回開催 

2 

地域円卓会議の開催 地域円卓会議の開催 ３回 2023 年 

3 月 

地域円卓会議の開催 1 回開催 
2 



2 

 

エリアマネジメント協議会会

議への参加 

エリアマネジメント会議へ

の参加 

12 回/年 2023 年 

3 月 

毎月参加できた 
2 

地域の遊休不動産の利活用支

援業務 

空き家オーナーからの相談

件数 

３０件 

１５件 

2023 年 

3 月 

2021 年３月 31 日現在 

16 件の相談案件中 5 件解決他 7 件継続中 
2 

住宅確保要配慮者向けの物件

確保業務 

住宅確保要配慮者向け物件

確保数 

２０物件 2023 年 

3 月 

2021 年 3 月 31 日現在： 

18 物件確保 
1 

住宅確保要配慮者の居住支援

に資する基金（助成プログラ

ム）の構築 

助成基金の構築 

プログラムの構築 

10 万円 

1 件 

2023 年 

3 月 

基金としての準備金の目途は見えて

きたが、プログラムの構築は検討中で

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 ☐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 

・コロナ感染状況を確認してからの「お披露目会」などの開催 

・ソーシャルディスタンスを取るために、「地域空き家円卓会議」などは、予定より広い部屋を借り開催した 

・相談者を事務所に迎えるために、手指消毒液・体温計・空気除菌清浄機 

 

③ 広報 (※任意) 
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1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 サガテレビ、佐賀新聞 

2.広報制作物等 

  

3.報告書等 

 

 

 

 

 

 

 

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 

外部 評価全体における指導  特定非営利活動法人 ソーシャルバリュージャパン 事務局長 

内部 自団体報告書等の確認、精査等  代表理事 

内部 商店街、自治体へのヒアリング等  副代表理事 

内部 自立センター、社協等へのヒアリング  事務局 

 

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 
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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 

シェアオフィス入居者数 

 

コミュニティスペース利用者数

（参加者数） 

（目標値）12 人 

 

（目標値）300 人 

 

2020/3 シェアオフィス入居者数 

（達成状況）10 団体 

コミュニティスペース利用者数（参加者数） 

（達成状況）1,292 人 

３ケ月に 1 度、TOJIN 館入居団体ランチ MTG を開催している。

そこでお互いの活動を知ることにより、様々な協働が生まれてい

る。（事例）TOJIN 館１階のコミュニティスペースを入居団体に

提供することで、地域住民のために野菜販売を行った。また、毎

週開催している居場所を通じて知り合った他団体と入居団体が

協働して、こどもの笑顔のためにイベントを企画運営している。 

地域の空き家オーナーからの相

談件数 

（目標値）6 件 

 

2020/3 地域の空き家オーナーからの相談件数 

（達成状況）16 件(内 唐人町１件) 

目標値は達成しているものの、空き家円卓会議の定点観測地とし

て位置付けている唐人町のシャッター街に於いては、コロナ禍

で、高齢の空き家、空き店舗の所有者とコミュニケーションをと

る機会もなく、相談件数も１件に留まっている。 

主体間での相談協力件数 （目標値） 5 件 

 

2020/3 主体間での相談協力件数 

（達成状況）5 件 

住宅確保要配慮者の居住支援について、国際交流協会や地球市民

の会とは、居住支援の相談者の紹介を受けるだけでなく、当団体

からの依頼で、通訳や契約書の翻訳などの相互支援が出来てい

る。又、佐賀市自立支援センターとは、居住支援と生活保護手続
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きの分担支援が出来ている。フードバンクさがとは当団体と提携

する事により、入居者の食糧支援とフードロス削減の相互支援が

出来ている。 

地域円卓会議参加者数 （目標値）延べ 150 人 

 

2020/3 地域円卓会議参加者数 

（達成状況）35 人 

地域円卓会議参加をきっかけに、ある不動産会社は、空き家ネッ

トワークや居住支援ネットワークにも参加することを検討して

いる。 

また、同じく参加頂いた商店街振興組合の理事長とは、地域の行

事等通じて、お互いの理解が深まり、商店街振興組合の理事に推

薦して頂く事となった。 

地域活性化に資する情報やアイ

ディア数 

（目標値）12 件 

 

2020/3 地域活性化に資する情報やアイディア数 

（達成状況）10 件 

オンラインやハイブリッドでの会議開催や、事前にテーマを決め

て提出するなどの工夫により、コロナ禍ではあるが、参加者、情

報、アイデア数共、予定より上回っている。 

（アイディア例） 

・コロナ対策としてオープンテラス（ナイトテラス） 

・学生が出かけたくなる街になるために、10 代～20 代向けのガ

イドブック作成提案や人気店の育成 

・本物の商店を使って人生ゲームを実施するイベントの提案～

実施 などのアイディアが出ている 

市場に載せられないような空き （目標値）４件 2020/3 市場に載せられないような空き家の利活用件数 
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家の利活用件数  （達成状況）2 件 

部屋数が８室で、入居者 0（ゼロ）の古いアパートが住宅確保要

配慮者専用にする事で満室になった。 

また、１階が住宅で、2 階が下宿屋の築 50 年以上の古い建物を

プロデュースする事で、現役大学生が、運営する学生用コワーキ

ングスペース付シェアハウスとして生まれ変わった。 

住宅確保要配慮者向け紹介可能

物件数 

（目標値）20 件 

 

2020/3 住宅確保要配慮者向け紹介可能物件数 

（達成状況）18 件 

コロナ禍で、学生等人の動きが制限された為、空き物件が増え、

それにつれて賃貸物件オーナーからの相談件数も増加し、結果的

に、紹介可能物件増加につながった。 

助成プログラムの公募準備 （目標値）1 件 

 

2020/3 助成プログラムの公募準備 

（達成状況）未達成 

助成プログラムを実施する資金調達は目途が付きつつある。その

資金を活用して、住宅確保要配慮者の支援方法は検討中である。 

 

 

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 

事業を通して最終的に達成したい目

標や短期・中間的なアウトカムは達成

される見通しがあるか。 

おおむね達成 自団体発行の 2020 年度年次報告書の確認および団

体内で議論を実施した。 

 

調査では具体的に、自団体報告の確認、精査と、代表理
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事塚原と事務局 2 名で、現状の計画進捗状況について

の議論を行った。その結果、事業をとおして最終的に達

成したい目標や短期・中期的なアウトカムは概ね達成

されると思われる。 

 

短期アウトカムである、佐賀県佐賀市において、「住宅

確保要配慮者の居住支援に資する基金（助成プログラ

ム）の構築により、住宅確保要配慮者の生活や入居物件

の質が向上する仕組みの準備ができている」について、

具体的に入居に掛かる費用なのか、備品なのかも含め

て議論したところ、目標値である 10 万円の基金を、入

居費用に使うとしたら、要配慮者の選別基準も難しい

し、そもそも一人ないし二人位しか援助できないので、

際限なく基金を集め続けなければならなくなり、現実

的では無いとの結論に達した。 

現在、住宅確保要配慮者の支援をする中で、生活をスタ

ートさせるために、 

物品の寄付等、家電品などを調達する場合もあるが、あ

くまでも、当団体が、空き家相談を受けた物件の、不要

家電などが調達できるタイミングによるので、 

当然数は限られる。 

しかし、基金と、家電品の寄付を併用し、アパート等に

無償で設置できれば、住宅確保要配慮者がすぐに生活
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出来て、入居者が変わっても次の入居者が利用できる

ので、支援できる人数や、入居者の生活、入居物件の質

の向上につながり、又、アパート所有者の協力も得やす

くなると思われる。 

１件当たりどの位の金額で、住宅確保要配慮者の生活

向上や入居物件の質が向上するのか、検討することで、

おおよその基金の必要額想定ができる。 

又、当初予定していた、収益事業の数パーセントの金額

より、はるかに大きな金額が準備できると考えられる。 

 

【必要な家電品などの検証の手段】 

自立支援センターや行政の住宅確保要配慮者に関わる

方々や、当団体の相談者へ、生活向上、住宅の質の向上

に必要な物のヒアリング実施。 

 

 

 

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 

設定しているアウトカム８つのうち、6 つにおいて

中間評価時点での目標値の 50％以上の達成状況とな

っている。 

またその内３つについては、100％以上の達成状況

となり、事業が順調に進捗していると評価した。 
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 ☐ 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 

「アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」」に上

述している通り、中間評価時点で測定していないアウ

トカムについても、その達成に向けて団体内外で検討

を進めており、アウトカム達成のためのアイディアが

見えてきている。 

その他の目標未達のアウトカムについても、達成が

出来ないと思われる項目は中間評価時点では見当た

らない。 

以上のことより、短期アウトカムは概ね達成されつ

つあると評価する。 
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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 

活動は計画どおりに実施

されているか。 

 活動は計画どおりに実施されているかを調査するために、自団体発

行の 2020 年度年次報告書の確認および団体内で議論を実施した。

特に新型コロナウィルスの影響を短期的に強く受けていると感じて

いた 3 つのアウトカムについて調査を行った。 

評価前は本評価小項目については「コロナにおける影響により、事

業の進捗が想定通りのアウトプット、進捗が遅れているアウトプッ

ト、両面あるだろう」と仮説を持っていた。 

【評価結果と考察】 

①プラットフォームの構築（空き家対策ネットワーク及び居住支援

ネットワークの構築、また勉強会開催など）、地域円卓会議の開催に

ついては予定通り進んでいる。コロナの影響により、対面での面談

が困難になったり、集会を実施することが難しくなると思われたが、

現状は、個別面談を設定したり、大会議室を利用して万全なコロナ

対策を行うことにより、コロナの影響を回避して順調に進んでいる

（3 年間で目標数値の達成見込み有り）。 

②エリアマネジメント協議会へ参加し、地域活性化につながるアイ

デアを収集することについては、件数（12 件）を集めることが目標

だった。エリアマネジメント協議会の議事録から地域活性化につな

がるアイデアを整理した結果、中間評価時点で９件のアイデアを抽

出できた。よって、数字的な目標は達成できるということが明らか

になった。ただし、評価の設定範囲外ではあるが、収集した件数の



11 

 

うち、その質（内容）については精査が必要ではないかと考えた。

③コミュニティスペースの利用状況は、【目標・300 人/年間】に対

し 2021 年３月末時点で 1292 人の利用者が有り、目標以上には達成

している。 

 

実際の評価の結果、プラットフォーム構築と地域活性化につながる

アイデアの収集件数については、順調に進捗しており、3 年間で目

標数値を達成する見込みであると検証された。但し、収集した地域

活性化につながるアイデアは、 

エリアマネジメント協議会の関係者が関わる度合いと、関係エリア

の活性化に繋がるかどうかという点において、精査が必要なのでは

ないかという議論になり、その精査を行った。その結果、難易度・

実施規模・実現可能性などの差異はあるが、いずれも地域活性化に

必要なアイデアである、と確認した。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事業設計の実行が計画通

りに行われなかった場合、 

原因の分析はされている

か。 

 様々な立場の方に、空家問題についての共有を図るため、「地域空き

家円卓会議」を実施したが、特に認知してほしい対象者（唐人町の

近隣住民）の参加が少なかった。 

 

原因を探るべく、唐人町商店街振興組合の理事長や地域自治体会長

などにヒアリングを実施した。 

 

参加者が少ない理由として、以下の内容が明らかになった。当団体

は、TOJIN 館入居後、予定通り自治会及び商店街振興組合に加入し
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た。地域住民とのコミュニケーションを深める事により、「地域空き

家円卓会議」の動員を図る予定であったが、TOJIN 館入居時にコロ

ナ感染が拡大し始め、外出自粛や、地域で開催される集会イベント

等が軒並み中止になった。 

 

その結果、TOJIN 館入居から、地域円卓会議を実施するまでの半年

間では、 

地域住民とのコミュニケーションが思ったように図れず、動員にも

繋がらなかったと思われる。 

 

今後の対応策として、常日頃、唐人町商店街振興組合や地域自治会

のイベントや会合には必ず参加する。 

 

エリアマネジメント協議会の実施、住宅確保要配慮者の居住支援、

空き家利活用の相談支援など、当団体が行っている活動を知って頂

き、地域の方にもメンバーになってもらうなど積極的な活動・情報

発信を行う。 

 

唐人町商店街振興組合や地域自治会のメンバーとのコミュニケーシ

ョンを深め、そこから、地域の困りごと等を拾い上げ、地道に対話

や相談支援を続けて行き、空き家問題に関心を持って頂く事により、

「地域円卓会議」への参加を促して行く事で、この問題の解消をは

かる事とした。 
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組織基盤強化・

環境整備 

新たに構築された人や団

体との協力・連携関係はあ

るか。 

 事業によって、どんな人や団体と新しい連携関係が生まれたか？ 

その連携関係はどのようなものか、何に生かされるのか？ 

 

を調査するために居住支援ネットワークの構成メンバーや団体間

で、新たに加わったメンバーとどのような連携ができたか、また実

施する空き家問題解決勉強会の内容を確認議論した。 

 

2020 年度に居住支援ネットワークに参加した外国人支援団体とは、

当初は当団体が依頼を受けた外国人の、入居斡旋を行うだけであっ

たが、その後、当団体が他で佐賀在住の外国人や、大学の留学生な

どの入居斡旋依頼を受けた場合に、通訳や契約書類の翻訳などの相

互支援が出来る様になった。 

 

自立支援団体とは、住宅確保要配慮者（主に貧困者・家庭）の生活

保護受給手続き等の入居支援から、その後の生活支援を連携して行

うようになった。 

 

フードバンクとは、フードバンクの理念であるフードロスの解消と、

当団体が支援する住宅確保要配慮者（主に貧困者）への食料支援な

どの相互支援が構築できている。 

  

更に、士業等で構成された空き家対策ネットワークと居住支援ネッ

トワークが連携することにより、住宅確保要配慮者に対する法的支
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援も可能である。 

 

多様化する空き家問題の解決に関わる空き家対策ネットワークや居

住支援ネットワークが、どのような連携関係が生まれているかを把

握し確認することで、確実なアウトカムの達成が実現できると居住

支援ネットワークの構成メンバーや団体間の議論で確認できた。 

 

 

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 

これまであらゆる機会に、アパートオーナー・空き家所有者・不動産業者に物件の依頼を行ってきたが、中々理解が得られず、入居可能物

件が増えなかった。今回のコロナ禍で人の移動が制限され、学生などの入居が確保できず、空き物件が増えたので、当団体へ貸主側からの

相談が増加し、結果的に物件の確保及びマッチングに繋がった。 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

古い空き家を利活用する場合に欠かせない、建物の耐震診断や住宅診断後のリノベーション工事に於いて、佐賀市で初の、共同住宅の耐震

改修工事助成金による、住宅確保要要配慮者用シェアハウスの全面改修工事を行った。これは屋根瓦の葺き替えなども含む、 

耐震改修工事代金の８割(上限なし)を助成するもので、資金以外でも、最新の耐震基準である事を行政が保証する事で、入居者の安心にも

つながる画期的な事で、空き家利活用と居住支援を同時に解決出来た事例としても、今後の水平展開が期待できる。 

今回の成功に至った要因として、所有者の建物への思いや、住宅確保要配慮者の入居に対する理解。又、シェアハウスにする事での収益性

の高さ等、提案出来た事で、耐震改修以外の費用についても自己資金で賄う事を了承頂けたからだと思われる。 
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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 

コロナ禍で、様々な支障が懸念される中、地域住民とのコミュニケーション不足

等、事業を遂行する上でのマイナス面等も多々あったが、住宅確保要配慮者の物

件確保等については、逆に＋に作用するなどの事象も起こった。又、空き家円卓

会議などのイベントや、会議、打合せなど、場所の選定、オンライン、事前準備の

など、様々な工夫で、精度を上げる事により、遂行速度や内容の充実度が向上し、

総体的には適切に進んでいると思われる 

 


