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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３０日 

● 事 業 名 ： つながりで作る多文化多様性が輝く地域プロジェクト 

● 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 ： 特定非営利活動法人トルシーダ 

● 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 チームを構成する団体が、外国人住

民の人材情報と、コミュニティの現状

把握を共有する。 

①インタビューによって

発掘した外国人人材情報 

②チーム会議の回数 "

  

  

①８０人 

② １回／月 

①トルシーダの日本語教室の活動

と連携させたいと考えているが、調

整ができていない。また、住民同士

の関係の複雑さや課題があること

が分かったので、情報管理や活用方

法を明確にしてから行う必要があ

る。情報管理について、チーム内で

話し合う必要がある。 

 

②フードパントリー(卵の配布状

況)や、子育てサロンについてチー

ム会議で報告。 

２ 

①人材のコアになるイ

ンタビュー対象者は見

えている。そこからの

つながりも期待でき

る。 

２ アートプロジェクトを通して日本

人住民と外国人住民とが交流する 

①参加人数 

②実施回数 ５回／年"

  

  

①200 名（参加延人数） 

③ ５回／年 

①ランチョンマット作成、プラゴミ

でペットボトルキーパー作成(80

人) 

日本語教室生徒のアート活動。成果

物をフォックスマートの中に展示

（30 人） 

保見プロジェクトの掲示版をアー

ティストがペイントし、一目見て保

見プロジェクトの掲示と分かるよ

うになった 

３ 

参加は外国人住民が大

半。 

ライブペイントは関心

を持って見る人が多

い。 

今年 8 月のペンキ塗り

は集会所の使用ができ

ずに中止(延期)した。 

日本人対象者の範囲を
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 広げることで、理解者

が増えることが期待で

きる。 

 

３ 子育てサロンに団地の日本人住民

と外国人住民が参加する 

①参加人数、 

① 支援者の人数  

③実施回数  

①20 人 

② 30 人 

③ ３回／年 

①50 人 

②5 人 

③7～8 回 

 

 

 

 

 

２ 

②日本人住民の支援者

を探すことは現実的に

は難しい。(子育て世代

がいない) 

自治区の中で活動する

子育てサロンの位置づ

けに見通しが必要 

＊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(中長期的成果) 

  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 

屋外での活動に変更。 

県外から講師を招かない。 

集まりすぎないように広報を控えたり、定員を定めたりする。 

参加者が追跡できるよう、連絡先を記録する。 

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（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 事業進捗  ＮＰＯ法人トルシーダ 代表理事 

 

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 

 

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．コミュニティー活性化のための活

動を行う外国人が地域で見える化さ

れ、地域とつながっている 

サッカーコーチ、

ポルトガル語教

師、YouTuber、コ

ミュニティー通訳

などコアとなる人

材とのつながり 

保見団地人材活用マッ

プができて見える状態

になっている。２０名 

サッカーコーチ、ポルトガル語教師、YouTuber、コミュニティー通

訳などコアとなる人材とのつながりはできつつある。 

保見団地人材活用マップをどのように活用するのか、誰が管理する

のかチーム内で話し合いができていない。 

また、人材マップを紙媒体で作るのか、データーベース的なものに

するのかも検討していく必要がある。 

2 保見アートプロジェクトが定着

し、アートを通して日本人住民と外国

人住民が日常的に交流する状況がす

すんでいる。 

交流の状態 日常的にあいさつや話

ができる状態 

県営住宅集会所周辺や 25 棟の地球家族の場所がプロジェクトで使

うことによって、きれいな状態で保たれている。 

新たな講師人材が見つかり、ゴミを活用するＷＳの実施やアンケー

ト概要版の作成にも関わった。 

日本人高齢者と、外国人住民との交流の場の創出は、子育てイベン

トの講師として日本人高齢者に依頼をする等工夫が必要。（中京大

からの情報によれば、子どもに何か教えたい高齢者はいるとのこ

と。 

目標値にした「日常的にあいさつや話しができる状態」だが、外国



4 

人の受け入れや付き合いに関しては個人差が大きく、高齢者の中に

は外国人を「見るだけで怖い」と感じる人もいる等、マジョリティ

ーである日本人側からの働きかけが期待できない事情がある。この

プロジェクトでは、通訳さんの活躍もあり、顔の見える関係づくり

を可能にしている・。コミュニティー通訳さんの研修や人財マップ

掲載が相互理解の一助になることを感じている。 

また、日本人住民の本音が見え難いことから、アンケート報告会(11

月か 12月)への日本人参加人数が何かの指標になるのではないかと

も考える。 

３．団地住民と外国人住民が子育て活

動を接点としてつながりあう関係が

できている。 

①子ども会にかわ

る組織ができる 

②子育て世代がつ

ながりあう関係 

①組織がある 

②隣近所で情報がつな

がる 

①組織化の途中だが、「やりたいことを実現していく経験」が乏し

く、道筋をつけたり、ルール化する支援は継続的に必要。 

映画上映会では最新だからとの理由で海賊版を上映しようとす

るなど、規範意識の違いを感じる場面もあった。ただ、このよう

な意識の違いに寄り添い、説明できる言葉を持つことが多文化共

生には必要で、議論のためには「外国人だけの子育て組織になら

ない」方がいいのではないかとも感じている。ある程度軌道にの

れば、日本人の子育て世代と一緒に楽しめるイベントが実施でき

るといい。 

 

②イベントの準備や話し合いを通して、ブラジル人住民の考え方や

保見プロジェクトへの期待等が見えてきている。勘違いした情報が

ＳＮＳで拡散される可能性もあるので、情報管理は慎重になるべき

と感じている。 
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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 

１．コミュニティー活性化のための活

動を行う外国人が地域で見える化さ

れ、地域とつながっている 

 

保見団地人材活用マップができて見える

状態になっている。 

様々な人材になりうる住民の存在は見えてきているが、人材マップの管理と

活用方法が見えていないことで、次の段階に踏み出せない状態。 

チーム内でそれぞれのイベントの目的の共有ができていない。卵の配布、水

遊びといった実施内容の把握に留まり、このプロジェクトでの位置づけや、

何を目的にしたイベントなのかの共通理解に至っていないように思われる。

各団体の事業の関連性が見えていないことが原因の一つだが、もう一つの側

面として団地の規則について、多様な住民と共に作り上げていく部分と、既

存の規則を徹底しなければいけない部分が、見えていないという課題もある。

加えてコロナ対策のルールが明文化されておらず、事業実施が難しくなって

いる。 

チーム会議での検討に加え、アンケートの報告会(11 月か 12 月)、各グルー

プの事業実施のプロセスを通じて、明文化すること（できること）、柔軟に対

応すること（できること）の全体像の共有ができる体制の必要性を感じる。 

 

また、トルシーダと子育てサロンに参加するブラジル人住民との関係性はで

きつつあるが、組織化することの難しさがある。自治区役員さん以外でコア

になる日本人住民のグループ等との連携が必要。 

外国人住民が半数を超える地域として、日本人も外国人もお互いに住みよい

場所にするための話し合いの場が必要と考えるが、その雰囲気には至ってい

ない。この事業をきっかけづくりとするためには、その時々の柔軟な対応と、

丁寧な説明がなければ現状の打開は難しい。 
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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 

アンケートの報告会(11 月か 12 月)、スモールビジネス見本市(11 月か 12

月)、子育てサロン等(毎月 1 回を目安)住民が集まる機会を使い、人材マッ

プの作成について説明し地域活動に参加可能な住民を発掘できる可能性が

ある。 

今年度中にはチーム内での大枠を決め、人材マップの完成イメージをつく

る。次年度、新たに発掘した人材による講座やセミナーを実施する。(8 月

頃まで)併せて、インタビューも実施し、人材マップをまとめる。 

 

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） 

人材マップのインタビューが実

施できていない 

 

 

 

 

人材マップの活用等、インタビュー目的が説明できない状況で、実施し

ていないが、給付金相談会、フードパントリーの手伝い、子育て支援グ

ループやイベント等を通して対象者の発掘は出来ている。ここからイ

ンタビュー対象者を広げることも可能だが、当初計画していた外国人

材だけでは、交流、相互理解につながらないことが活動を通して分かっ

た。従って、インタビュー対象者に日本人を加えること、さらに、団地

住民以外の当プロジェクト協力者、賛同者の存在を人財マップに掲載

することも、有益と考える。団地住人以外の「団地応援団」的な人材を

加えて、目標数値 80 人とすることで、団地住人の見える化と事業終了

後のネットワーク存続が可能になると考える。 

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 

新しい視点の活動が生まれた 

子育て支援グループの組織化 

 コア人材の発掘 

アートプロジェクトでは、新たな協力者が見つかり、卵とエコキャップ

の交換や、プラゴミを使ったバック作りなど、ゴミを循環させる活動が

できた。アートプロジェクトでは、延べ 60 人、卵とエコキャップ交換
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 コア人材からの参加声掛け 

意見の集約 

 イベント組み立てのサポート 

 当事者による準備や情報発信 

 イベントの実施 

 振り返り 

以上のことがができたが、組

織化のためには経験の積み重

ねが必要。 

は毎回 50 人前後の参加があり環境への意識啓発につながっている。 

 

子育て支援グループは、イベント参加者の中から、人望がある人物に協

力依頼をした。現在はまだ立ち上げの状態だが、定期的にイベントが開

催できるようになれば、運営のノウハウが習得され、参加の輪も広がっ

ていくと思われる。 

 

 

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 

知見や経験の蓄積は、各団体内

に留まり、チーム全体にへの効

果にはなっていない 

今後行われる、アンケート報告会(11 月か 12 月)がプロジェクトの方向

性の確認になると考える。その上で、人材マップの活用や管理方法を検

討し、今年度中に内容を固める。 

子育てサロンは、自治区で子ども会に替わる組織とすることを目指す

のか、自主的な子育てサロンにするのか、次年度は着地点について検討

が必要。チーム会議での話し合いを指標にしていく。 

 

② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例 

  毎週の卵の寄付と、卵とエコキャップ交換活動。一緒に開催している子ども朝ごはん食堂の実施。毎週、同じ時間、場所で実施をしていることが、住民との関

係づくりにつながっえている。同時に、通訳や翻訳の依頼やコロナワクチン接種の手続きのサポートなど、困りごと相談の場にもなっている。 

   

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

  中京大生やトルシーダのメンバーによる町内放送が住民の話題になった。社会福祉協議会や全国展開している外国人支援グループとの連携で、困窮家庭に食料

配布ができた。 
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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 

住民との関係づくりは進んでいるし、状況も見えてきている。イベントのお手伝いに名乗りを

上げる住民も現れている。 

課題は、チームの体制とプロセスの共有、着地点の確認だが、中間評価においてイメージ図を

活用する等の有益な意見もあり、改善方法について見通しがあると考える。 
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