
1 

 

2019 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 ： 子どもから高齢者まで、住民が考える多国籍団地自治プロジェクト 

● 資金分配団体 ： 一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

● 実 行 団 体 ： 県営保見自治区 

● 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、住民がルール違反のゴミ

投棄をすることが減り、役員

等が粗大ごみを回収する回数

が減る 

①役員以外で粗大ごみ処

理の受任した住民数 

②役員が行う粗大ごみの

回収回数 

①10 名（ローテーショ

ン） 

②0 回/年 

① 役員が４～５名で、受任している住民はいない。 

奇数月の第 1 日曜日（一斉清掃の日）に、不法投棄物

の回収を行っているが、自治区から豊田市への依頼に

よりパッカー車を手配してくれるため、役員が渡刈ク

リーンセンターまで行くことはほとんどなくなり、手

間が減じたため、現在は住民にゴミ処理を受任するこ

とを考えていない。ただし、この対応を豊田市がいつ

まで続けてくれるかは未定である。 

② 年 12 回。 

住民に粗大ゴミ処理を委任することは難しいと考えて

いること、手間が減じたことにより、役員による回収

をゼロにすることを現在は目指していない。ゴミが減

ることには取り組みたい。 

４ その他 

 

（住民では

なく、公社、

豊田市の対

応 が 進 ん

だ） 

1-2、県営保見自治区に、粗大

ごみの回収場所をつくる 

粗大ごみの回収場所 1 つ 2021 年 2 月に、24 棟の駐輪場に、リユース可能な粗大ゴ

ミを置く場所を設置。 

愛知県との調整や、運営する人的な体制づくりに時間がか

かったこと、コロナ感染拡大の状況から、2021 年 11 月か

ら始動する予定。 ＊中間報告で続きを記載。 

２ 
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2、住民が集会所を利用して、

子ども食堂や子育てサロン、

高齢者の集まり、住民の誕生

日会などのイベントを行う 

集会所貸し出し回数 子ども食堂 50 回/年 

子育てサロン 4 回/年  

高齢者 12 回/年 

誕生日会 40 回/年 

・2021 年 4 月～8 月現在で、子ども食堂 22 回、子育てサ

ロン 2 回、高齢者サロン 2 回。8 月下旬現在、コロナ感

染拡大のため、人が集まる活動について、集会所の使用

が不可になっているが、状況が落ち着けば、これらの目

標値は達成する見込み。 

・誕生日会は 0 回。一般の集会所の貸し出しについて、ル

ール整備や、周知が進んでいないため、まずこれらに取

り組むことが重要。内容的にも、コロナ感染の心配が低

いような交流に使われることを希望する。この促進の仕

方について、今後、検討する必要がある。 ＊中間評価

に続きを記載。 

２ 

3-1、県営保見自治区に、自主

的な自治活動をするグループ

ができ、住民が参加する 

①自主的な自治活動をす

るグループ数 

②参加する住民数 

①10 団体 

②50 名 

① チームが関わって動き出した自治的な活動の実態とし

ては、花植え活動、畑の手入れ、子育てサロン、高齢者

サロンの４つが見えてきた。これらをグループ化して

いくことは可能と考える。防災活動や子ども会が立ち

上がることを希望する。また、民生委員の代わりに困

りごとの相談にのる活動も必要だが、始動していない。 

② 食材支援や、子ども食堂に継続的に参加する住民がい

るが、受益者的な人も多く、活動の参加側に回ってい

くことが今後の課題。ただし、①の活動で参加意欲が

高まっている住民数は、10 名位と推定。 

・自治区としては、リユース工房の活動をグループ化して

持続的に運営できるようにしたい。 

・また、組単位で隣人とのコミュニケーションを図ること

が、住民の福祉や防災の点で役立つと考えており、組単

位で、誕生日会などコミュニケ―ションを図るような活

動を、自治区として促進していきたい。 

３ 

3-2、困りごとや地域をよくす

るアイディアを自治区と相談

する機会ができる。 

相談会の回数（または相

談件数） 

週 3 回（自治区が開いて

いる日数） 

・週 3 日集会所は開いており、困りごとが寄せられること

もあるが、突発的。もう少し手前の段階でどうすればよい

かという話が出せる場があると、皆さんのストレスが減

ると思われる。 

・以前は民生委員が 2 人いたが、今はやってくれる人がい

ない。助けてと言うことも遠慮する人も多い。困ったこと

３ 
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も含めて、おしゃべり会ができる、或いは、健康や福祉に

関わるお話をしてくれて、その後質問ができるサロンの

ような形から始めるのが現実的かと考えられる。 

・組単位位の小さな呼びかけからでもよいかもしれない。 

＊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.アウトカムの変更状況 

A：変更項目 

変更なし ☐アウトカムの文言 ☐アウトカムの指標 ☐アウトカムの目標値 

6. 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 

アルコール消毒、アクリル板など、感染予防対策をして実施。集会所に入る人数を制限して実施。 

 

① 広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 日付・記事名・媒体・リンク先等 

  

2.広報制作物等  制作物の種類・発行時期・部数・概要リンク先 

  集会所入口に、プロジェクトの内容を広報する掲示板を設置し、広報している。 

  2020 年 11 月に、保見プロジェクトについて特集した自治区ニュースを発行し、全戸配布。 

 

 3.報告書等 

  2020 年度末に実施した住民調査の結果を、概要版をつくり、全住民に配布予定（ポルトガル語、スペイン語、英語の翻訳版もあり）。 
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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 全体の状況把握、区長の状況調査  区長 

内部 全体の状況把握、区長の状況調査  副区長 

内部 全体の状況把握、区長の状況調査  副区長 

 

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 

アウトカム 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 （数値・状態） 

１-1．きれいな状態を維持しようとす

る住民が増えている 

ルール違反のゴミ

投棄を注意しあう

住民数 

30 名 〇現状では、ルール違反に対して注意し合う変化は把握できていな

い 

役員間で、一斉清掃等を通して以下の状況を確認している。 

・住民間で違反している人に注意をしあうのは難しく、また、違反

者は見えないところで違反を行う。従って、左記の指標を変え、

きれいな状態を維持しようとする住民の意識、行動の調査で把握

することが適当だと思われる。 

・（ルール違反のように見える）車で持ってくる人たちは出かける

ついでの住民なのか団地外の人なのか分からない。きれいな棟も

ある。 

・ゴミステーションが綺麗に片付けられている数 11 か所/17 か所。

これらの違いやうまくいっている棟の経験を参考にすることも重

要だと思う。 
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1-2．住民に粗大ごみをリユースする

意識が高まっている 

リユースに取り組

む住民の数 

30 名（ローテーション） 

 

〇役員を中心に現状は 10 名ほど。 

・リユース工房の活動は、2021 年 11 月頃から始めるが、出てきた

粗大ごみの状況を元に、修理や塗料などの作業が得意な人を集め

たい。 

・立ち上げから住民に声をかけても参加を得るのは難しいと考え、

まずは役員で基本的な体制を作った後、トヨタ自動車等のボラン

ティアに呼びかけ、一緒に回収を行って、どんな修理ができるか

ワークショップ的に取り組むなど参加できる枠組みを作ってか

ら呼びかけて、取り組む住民の数を増やしたい。 

・8 月のプロジェクトの会議では、古着等のリサイクルバザーなど、

住民が参加しやすそうな関連活動を組み合わせる展開を会議で

相談しながら実施して、住民の人材発掘やリユースへの関心度を

高めることが話し合われた。 

2、団地の外で楽しんでいた住民が団

地の中で楽しむようになり、地域が活

性化されている 

①団地で楽しめる

機会が増えたと感

じる住民の数 

②誕生日会などの

集会所使用料 

① 200 世帯（4 割） 

② 400,000 円

（年 40 回） 

② チームの団体が行った、子ども食堂、高齢者サロン、アートプロ

ジェクト、入学を祝う会に参加した住民数は、おおよそ 70 名、

150 世帯程度と思われる（重複があるため、正確な数把握は困

難）。 

③ ０円 

・上記に挙げたような活動に参加している住民は、「楽しめる機会

が増えた」と回答する割合が高いと思われるが、団地全体にそれ

が周知され、楽しめたと感じる状況にはなっていない。 

・アウトプットで述べたように、貸出しルールの未整備と、コロナ

禍での使用の制限から、誕生日会の利用は進んでいない。ルール

の明文化は、8 月 22 日のプロジェクト会議で話し合い、行うこと

とした。使用料はあまり高額を望めない。目標値も再考したい。 

・住民生活が団地内で楽しくなることが重要で、使用途は、誕生日

会に限らなくてもよいと考える。組単位での親睦を深め、いざと

いう時に助け合う関係をつくるための茶話会等の使用の促進を
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検討したい。 

・その前提として、稼働率や定期的な使用状況を把握し、住民から

の予約をしやすくすること、集会所のルールの周知が必要と考え

られる。 

3-1、清掃活動などの自治活動につい

て、住民が自治区に任せきりじゃない

基盤ができている 

何らかの自治活動

に関わっている住

民の割合 

200 世帯（4 割） 〇清掃活動の参加数（平均概数 100 世帯） 

・清掃の他にも、アウトプットの 3-1 で述べたように、子育てサロ

ン、高齢者サロン、訪問型生活サポート、花植え活動等は、団地

活動をよくする自治活動の萌芽と捉えられ、実働しつつある。（お

およそ 10 人、10 世帯）。 

・今後、これらの活動が持続する、また、緩やかでもよいので組織

化されることを自治会としても支援する。また、住民への周知の

働きかけをして、それらの自主的な自治活動に、より多くの住民

が関わるようにしていく。 

・自治区のイベントも、現状は棟長が協力して成立しているが、そ

れ以外の部分で、自主的なグループが力を発揮できるような余地

があるかを検討していくことも必要である。 

3-2、自治区役員を次世代の住民も担

うようになっている  

  

役員の新顔 5 名 〇将来的に担ってくれそうな候補は今のところゼロ。 

・外国人住民の割合が７割近くになっており、日本人の自治会役員

は高齢化しているので、日本で生まれ育ち、日本語も母語も話せ

る若い外国人が自治会役員になることが重要だと考えているが、

若い世代は仕事を持っており、今の自治会活動時間内の活動が困

難なため、柔軟な対応が必要だと考えている。 

・ただし、具体的に打診するまでに至っていないので、可能性のあ

る人を、チーム内の活動の担い手等も含めて、リストアップする

等の具体的な準備を今年度末を目途に進めていく必要がある。 

・役員は日本人でも荷が重いので、役員というポジションではない

が、自治区のこの仕事はやる、という人や役割をつくっていく方

法も考える必要がある。 
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② （※任意）アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」 

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 

指標や目標値を再考しなければならない部分もあり、達成は不透明。きれい

な住環境は誰もが望むことだが、現状が「あたりまえ」になっていることの

意識改革は想像以上に難しい。住民が集会所でやりたいことがあるのは知

っているが、ルール整備の遅れと、コロナによる制限などで思うように進ん

でいない。チーム内のイベントは集会所で行ってきたので、なんとかそこか

ら住民主体のイベントなどにも利用してもらえるようにしていきたい。 

 

B) 事業改善に向けた評価 

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 事業の進捗管理体

制に問題はないか

（進捗管理の仕組

み） 

役員間で現状を確認する体制は

できていると評価できる。 

が、ゴールに向けて活動を段階

的に進めていくステップ、各ス

テップの達成時期等を具体的に

設定し管理する部分が弱いの

で、それを改善していく。 

＜調査の結果＞ 

役員内で、事業の進捗管理体制に問題がないかについて意見交換した。 

意見交換で出た内容は、以下の通りである。 

・本事業に関わる内容は、毎月の役員会で検討・協議されている。 

・大きな方向性は、役員内で共有されているものの、役員会と役員会の間で詰め

なければいけない内容を随時話し合ったり、準備する体制が弱く、判断や取組

が区長に集中しがちである。 
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＜考察＞ 

話し合いの結果、今後の進捗管理体制で必要になるのは、以下の点である。 

・「ゴミ・リユース」「集会所の使用」「自治区活動への新しい協力体制づくり」

「生活相談（相談カフェ等も含む）」の４つの事業の柱について、担当を設け、

毎月の役員会議で状況を報告して、役員内で協力しながら進捗を管理してい

く。 

・22 年度末のアウトカムのゴールを達成するには、ゴールから逆算して、いつ

の時点でどんな準備ができ、試行ができ、活動が定着しているかといったステ

ップを具体的に描き、それに照らして進捗管理をしていくことが重要である。 

・特に、ルールや自治区体制に関わることは、早めに考え方を明確にして、住民

や棟長と意見交換を行ったり、総会で決議する必要がある。 

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 

新しいアイデアは生まれてい

る。ただし、新しいアイデアを実

現していく上では、県営住宅で

あることから活動に制約が生ま

れることがあり得る。これに対

して、小さな実験をして実績を

認めてもらうという道筋で進め

ていくことが重要である。 

＜調査の結果＞ 

役員会で、実施を通して活動の改善、知見の共有が生み出されたかについて意見

交換した。 

・事業を通しての新たなアイデアで重要なのは、「外部の協力者に課題解決の力

になってもらう」という発想である。 

・この具体例では、トヨタ自動車 Ex 会の協力により、子ども食堂のための耐火

措置や、玄関のアルコール消毒器等を設置でき、住民の安全・安心を向上させ

ることができた。今までの自治区や公社だけではできない、業者委託とも異な

る課題解決方法である。 

・子ども食堂や学習支援など子どもたちの利用が増えたことで手洗い場の増設

を検討した結果、玄関横の植栽を整理し、一部に手洗い場を設けることを計

画、工事中（2021 年 10 月完成予定）。 

・リユース工房も、役員間で出た新しいアイデアである。ただし、県営住宅いう

条件下で、目的外使用や費用を調達するため有償で活動を行うことについて、

県や市の許可や資金問題など手続きが煩雑で準備が滞ることもあった。 

＜考察＞ 

・リユース工房の問題は、最初から全面的に展開することは難しいが、まず実験
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的に行い、ゴミの不法投棄減少に意義があることを関係者に示しながら、持続

的な活動として認めてもらうステップを踏むことが必要である。 

・プロジェクトが開始されてから役員の変更があり、引継ぎや方法などに齟齬や

戸惑いもあったが、少しずつ改善されている。新しい役員のやり方でいい方向

に進めていきたい。新しい区長の「班長レベルの小さな顔の見える関係を育て

ていく」というアイデアの具現化も今後考えていきたい。 

組織基盤強化・環境整

備 

プロジェクト実施

による知見や経験

を蓄積する体制を

整備しているか 

・自治区の本来の業務とプロジ

ェクトの業務は分けて考える

必要がある。 

・プロジェクトの業務について

は、既存の自治区活動と異な

るやり方で進める場面も多い

ため、それを受けとめる役員

内の体制や、様々な意見が出

てくる中での物事の進め方を

自治区の知見・経験として蓄

積していくことが重要であ

る。 

＜調査の結果＞  

役員会で、実施を通して活動の知見や経験を蓄積する体制ができているかにつ

いて意見交換した。 

・自治区の本来の業務とプロジェクトの業務は分けて考える必要がある。自治区

本来の業務については、会議の記録はファイルし、所定の場所に保管され、役

員が刷新されても分かるようになっている。 

・他方で、プロジェクトの業務については、外部の協力者と連携しながら行う場

面も多く、今までのやり方や有償・無償等の線引きの再考が必要とされる場面

もある。 

＜考察＞ 

・自治区の役員は代わっていくことが前提であり、新しい役員は前例を踏まえる

ことは必要だが、新しい体制のもと、新しいやり方で自治会活動とプロジェク

トを実行していくことも望まれる。役員経験者はそのためのサポート役とし

て頼りにしている。 

・プロジェクトの業務は、既存の自治区活動のやり方を変える必要もあり、その

ことに対する住民の意見も様々でその道筋は必ずしも平坦ではないことも予

測される。そのため、今まで以上に役員の中でしっかり話し合うことが重要と

なる。また、様々な反応を（真摯に受け止めるが）時には俯瞰して受けとめ、

腰を据えて取り組みを前に進める経験を蓄積していくこと、そしてそのこと

を次の役員にも伝えることに努めていきたい。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 



10 

・チーム構成団体が行う、子ども・高齢者・防災等の活動を通して、自主的な自治活動の具体的な内容や、関わる住民（子ども・子育て世代、高齢者）の顔が

見えつつある。 

     ・トヨタ自動車 Ex 会による集会所の耐火対策や、リユース工房について一緒に検討する等、自治区だけでは難しいことも、外部の協力団体と連携する中で進   

    めることができるという経験は、今後の団地づくりを進めていく上で重要だと感じた。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・コロナで生じた生活困窮の対策として、集会所で、毎週の食糧配布⇔ペットボトルキャップ回収が始まったが、そこでちょっとした相談が寄せられ、団地で

生まれ育った若い外国人が対応している様子を見て、自治区役員とは別の形で、ちょっとした相談できる場や人を持つことの重要さが確認できた。 

・また、中京大の高齢者サロンから派生して、出前型のお手伝いをする活動が生まれており、集会所をベースに信頼できる関係をつくり、そこでニーズが発見

できたら対応する、といった、相談機能の作り方もあることがわかった。これらを組み合わせた相談する機会の充実を団地で進めていきながら、色々なタイ

プの相談人材を把握し、相互にお願いできるような体制が作れるとよいと思う。 

    

 

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 

リユース工房の試験運転を 2021 年 10 月からやってみること、集会所の利用ルールを策定す

ることで住民の意識が変化することを期待する。 
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添付資料 

3.活動の写真（任意）（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

 

 

 

 

 

住民・学生等と一斉清掃 新年度の自治区の会議で事業の説明 自治区集会所でのチーム会議 


