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2019 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年１０月２９日 

● 事 業 名 ： NPO による協働・連携構築事業 

● 資金分配団体 ： 一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

● 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（2021 年 4 月～8 月） 

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＊ 

3-1 資金的支援  （全て 2023 年 3 月）   

３-1-1 協議体の設立に向け

た専門家、関係機関、関係団体

で構成される検討会が設置・開

催される。 

①検討会の設置 

② 検討会の運営状況                       

③ 検討会開催数 

①各チームで、目的を明確

化した検討会が設置され、

重要な関係者が参加 

②検討会の事務局が議題・

議事録を作成 

③２回検討会は 2 回/年以

上開催  

① 検討会につながるチーム構成団体以外の組織が関わる

会議として、以下の状況が生まれている。 

Ａ上田チーム：「拡大連携協議会」が結成されているが、

2021 年度は開催されなかった。代わりに「のきした」

「うえだイロイロ倶楽部」といった目的意識を共有し

うるネットワークが形成されており、アイダオもそこ

に関わっている。 

Ｂ保見チーム：「関係者会議」が計画通り開催され、地

域課題の共有や、チームの取り組みに協力する動きも

生まれている。 

Ｃかしもチーム：会議体は開催されていないが、本事業

によって、加子母地域の若者の発掘、学生ＯＢ会組織化

（200 人）等、課題解決を支えるネットワークは広がっ

ている。が、検討会をどうするかの方針を検討する時期

に来ている（かしもチームはコロナ禍での対策に追わ

れ、その部分の議論に着手できていない） 

２ 
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② ③2021 年 12 月～2022 年２月までに、検討会の方針を

作ることを目指したい。 

3-1-2、上記検討会が開催され、

協議体の骨格（構成団体、運営

ルール、事業計画等）が明確に

なる。 

①協議体の骨格（目的、構成

団体、事務局、事業計画、運

営ルール等） 

① 協議体の骨格案を検

討会にて合意 

① 上記の要領で、今年度末までに検討会を呼びかける土

台を作り、2022 年度に検討会が開催される見通しをし

ている。土台作りは 2021 年度後半に着手する予定。 

２ 

3-1-3、課題解決活動において、

チーム構成団体の協働・連携事

業数が増える。 

①チーム構成団体の協働・

連携した事業の割合 

② 協働・連携内容 

① 協働・連携実施割合６

割以上 

②協働・連携した内容（役

割等）の把握 

A 上田：「行政・地域との連携強化」「コミュニティカフェ」

「カタリバ」「総合支援士の育成」といった事業がチーム

構成団体の力を合わせて行われている。協働・連携の内

容は、三者各々の媒体を活かした広報、アイダオによる

ワークショップやカタリバお試し企画の等の企画への

協力、侍学園の経験を活かした受益者の変化の記録化や

ケーススタディ、上田映劇の若者の平日の居場所として

の場所解放等がある。 

B 保見：「全戸調査のまとめ」「ゴミ回収」「アートプロジェ

クト」「子育てサロン」「食材支援」「子ども食堂」「高

齢者の生活支援サービス」「防災訓練」「コミュニティ

ビジネス講座」といった事業がチーム構成団体の力を

合わせて行われている。協働・連携の内容は、県住協

は外部団体との関係づくり、自治区は住民への周知協

力、トルシーダはネットワークを活かした通訳や専門

家の事業参加の呼びかけ、中京大の各事業への参加と

記録化、共生の会の調査分析への貢献等がある。 

C かしも：特産品サイト「カシモール」「地域情報の GIS 化」

「馬瀬の草刈ボランティア事業」「地域イベント（鮎祭り

活性化）」「山村スタディツアー」「分散型木造建築実習事

業」といった事業がチーム構成団体の力を合わせてわれ

ている。協働・連携の内容は、過疎地域にあたる、かし

もむらと馬瀬川プロデュースが地元のキーパーソンの

１ 
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紹介・交流プログラムの提供を行い、都会の若者側の

aichikara、木匠塾は、プログラム参加、アイディアやデ

ザイン協力、GIS 導入サポート等に貢献している。 

3-1-4、課題解決活動の質（課題

対応力）が向上する。 

①調査分析力の向上 

②事業参加者の増大・多様

化 

③ 関係者の広がり 

④ 広報機会の増大等 

① 調査を元にした客観

的な課題把握 

② 被支援者・参加者数

（A：50 家族、B：200

人、C：150 人）。以前

は支援が届かなかっ

た、参加しなかった層

の参加と推進要因の

確認。  

③ 当初メンバー以外の

協力者数（A：30 人、

B：60 人、C：60 人） 

④ 年 10 回以上 

① A 上田：参加者にどのような働きかけをして変化が見

られたかを追跡する記録シートが整いつつある。 

B 保見：全戸調査からクロス集計を行い「生活・防災」

「子育て・教育」「自治」「情報」に焦点を当て課題を分

析、プロジェクトの必要性を説明する資料を作成。 

  C かしも：地勢に沿って地域課題をマッピングする地

域資源マップのＧＩＳ化、馬瀬の農地放棄地、空き家

の実態調査を行った。 

② A 上田：コミュニティカフェの平均参加者数は 26 名

（内、本事業対象者は 10 家族程度）と推測、上映会は

平均参加者数 18.7（内、子どもと家族 8.9 人）。実数は

15 家族程度と推測。 

B 保見チーム＝食材支援は平均 50 名、子ども食堂 20

名、アートＰＪ20 名、高齢者サロン 10 名、生活支援

10 名、防災訓練 60 名、子育てサロン 40 名（一部重複

あり）実数は 130 名程度と推測。 

  C かしもチーム＝カシモール 25 事業者、馬瀬調査活

動 10 名、草刈地域協力者 10 名、鮎祭り関係者 10 名、

山村スタディツアー地元関係者 15 名、参加者 20 名、

木造建築実習生２大学 30 名で、実数は 120 名程度と

推測。 

 

③ A 上田：東信教育事務所所属のスクールソーシャルワ

ーカー５名、ハローアニマルの担当者、13 の協力団体

らがおり、犀の角・場づくりネット等の拡大連携協議

会の参加者（一部重複あり）で 30 名程度と推測。 

２ 
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Ｂ保見：関係者会議の関係団体 10、食材支援関係者５

名、アート 3 名、子育てサロン 10 名、高齢者サロン講

師３名、子ども食堂に関わる中京大１、２年生５名、防

災活動協力者２名で、50 名程度と推測。 

  Ｃかしも：カシモール・ライター関係５名、地域資源

ＭＡＰ協力５名、かしも地域若者５名、馬瀬地域住民

協力者 10 名、スタディツアー協力者 15 名、木匠塾Ｏ

Ｂのコアメンバー10 名で、50 名程度と推測。 

④ Ａ上田：月２回の上映会・カフェ開催があり、ちらしを

作成し学校等に広報している他、ｆｂを使った広報も

行っており、10 回以上。 

Ｂ保見：毎週子ども食堂のｆｂ広報を行う他、Ｃビジネ

ス講演会、防災訓練、アートプロジェクト、子育てサロ

ンイベント２回によるちらし等を使った広報があり、

10 回以上。 

C かしも：カシモールによる情報発信、鮎祭り、山村ス

タディツアー３回、オンラインイベント３回があり、

10 回以上。 

3-1-5 被支援者に寄り添った

課題解決活動や地域社会と連

携した事業が実施される。 

①被支援者の意識・意向把

握              

②関係する地域住民（団体）

との意見交換回数 

① 参加者アンケート・関

係者ヒヤリング等の

実施 

② 各チーム年１回以上 

① A 上田：カフェでは、当事者に聞きにくい状況がありア

ンケートはしていないが、当事者の様子を記録し、侍

学園生徒と共に毎回振り返りを行いレポート作成して

いる。シネマは、アンケ―トは行っているが、そのまと

め・反映がまだ充分できていない。 

B 保見：昨年度全戸調査を行って意向把握をした。各事

業での参加者アンケートはまだ実施されていない。他

方、子育てサロンでは、受益者（外国人ママ）→担い手

への育成が目指され、議論・実践を通して意識・行動の

変容が確認できる。 

C かしも：馬瀬地区では、全戸調査が行われた。かしも

２ 



5 

 

は未実施。aichikara の山村スタディツアーでは、アン

ケートにより参加者の意識変化が確認されている。 

 

② Ａ上田：未実施。B 保見：未実施だが、アンケート結果

を踏まえて住民意見交換会が行われる予定。C かしも：

馬瀬では 3 月に意見交換会を実施。かしもは未実施。

昨年度オンラインコンペで住民のコメントを得た。 

3-1-6、実行団体の客観性ある

評価報告書が作成される。 

①実行団体の事前評価・中

間評価・事後評価の実施 

②上記評価の実施状況の評

価結果 

①各実行団体が評価報告

書を作成  

②評価委員が、各評価が客

観性を担保して行われて

いることを評価する 

① 12 の実行団体は全て、中間評価を期限内に提出した。 

ＪＡＮＰＩＡ指定の評価報告書に加え、チームアプロ

ーチについての自己評価を作成できている。 

・さらに、Ａ上田：リピーター参加者の状況変化の記録、

Ｂ保見：住民の参加状況の実績と月次の丁寧な記録、

Ｃかしも：月次の丁寧な記録が作成され、事業進捗の

状況が把握できる。 

・中間評価報告書は、ＪＡＮＰＩＡのＰＯから、進捗の

状況→見えてきた課題→課題に対する対応策の検討

が、いずれの報告書もわかりやすく記されているとの

コメントを得た。ただし、事業の受益者や担い手のア

ンケートやヒアリング等は、Ａ１侍学園、Ｃ１aichikara

を除くと実施や評価報告への反映が充分でない。21 年

度末に、そうした評価活動を行うことを促したい。 

 

②10 月 22 日に、実行団体と資金分配団体の中間報告書を

送付した上で評価委員会を実施した。評価委員からは、

活動の進捗状況や課題上の課題は把握できたという認

識で、事業の改善ポイントについて助言をいただいた。 

 

・特に評価に関わる点としては以下の意見をいただいた。 

A 上田：「アフターケアの蓄積を支援プラン作成に活かすこ

と」「保護者とのつながりが充分でない点の要因とその

１ 
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改善のはかり方を考えること」「参加者の意見を上映会

の工夫にどう活かすかのプロセスを可視化すること」 

B：保見：「自治区そのものが変わっていくという点の内容

の範囲やプロセスを見定めること」「人材活用 MAP の情

報管理方法の検討を行い、活躍する人を見せながら発展

させていく見通しをつくること」「多文化情報発信は、双

方向性を持った動画活用方法を検討し、活かすこと」 

C：かしも：「コロナの影響が大きいが、逆にウィズコロナ

の都市農山村交流のあり方を創造する発想を持つこと」

「コロナの影響が過疎地域に与えた影響を把握して、新

たな創造に活かすこと」「リモートの活動によって、リア

ルの活動が濃密化するプログラムを開発し、効果を確認

すること」 

3-２ 非資金的支援     

３-2-1 各実行団体の事業が助

成期間内に完了する 

①実行団体の事業計画の進

捗状況 

① 事業進捗率 8 割程度 オンラインでの月次面談や活動の現場訪問を通じて事業

計画の進捗状況の把握をおこなった。コロナの影響受け当

初計画通りの事業実施が難しいチームもあったが、オンラ

インを活用など事業実施についてのアドバイスをおこな

うことを通じて事業計画の実行を支援した。 

●実行団体の事業進捗報告・進捗状況（実績） 

Ａ上田：アイダオ 50％、侍学園 20%、上田映劇 50% 

Ｂ保見：県住協 89%、保見自治区 33%、トルシーダ 67%、

保見プロジェクト 100%、共生を考える会 33% 

Ｃかしも：かしもむら 75％、馬瀬川 29％、aichikara25%、

木匠塾 60％ 

※各実行団体それぞれの全アウトプットについて「１計画

よりすすんでいる」、「２計画どおりすすんでいる」を選択

した割合を記載。 

以上の進捗状況から、事業計画で予定した事業を事業完了

時までに実施できると見込んでいる。 

2 
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3-2-2  協議体を構築する上

での参考情報・教訓が得られ

る 

① 参考となる協議体モデ

ルの内容 

① 各チームに応じた協

議体モデルを提示 

３月９日に、研修「チームによる取り組みを振り返り、協

議体を展望する」を実施し、実行団体がどんな機能や構造

を持った協議体を目指すのかを検討した。これにより、チ

ーム内の役割分担の特徴を考えることはできた。 

ただし、事業終了時に構築する協議体の形成にまでイメー

ジを膨らませるまでには至っていない。ＣＣＦの側で、協

議体に関する参考情報を入手、分析する必要があり、2021

年後半の課題とする。 

２ 

3-2-3、実行団体に必要な研修

等が実施され、組織基盤基盤

強化に向けた理解が高まる。 

①研修等の実施数 

② 研修参加者の理解度 

① 10 回 

② 理解度 7 割以上 

①  1 回 

●学生・若者の参加促進研修「まだまだ呼び起こせる、

学生の力！」 

【日程】2021/8/12 

【講師】秋田有加里さん／愛知淑徳大学コミュニティ・

コラボレーションセンター事務主任 

【内容】大学生が、自分たちの活動だと共感し、関わり

続ける参加のデザインについて学ぶ。 

② 研修を受講した実行団体への参加者アンケートでは、

参加者の 7 割以上が研修の内容が理解できたと回答し

た（理解できた 72.7% 概ね理解できた 27.3%） 

2 
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3-2-4、実行団体が組織管理・

ガバナンスの実務を習得する

機会が増える。 

①組織管理・ガバナンスに

関わる相談助言件数 

②組織管理・ガバナンスに

関わる専門家の派遣件数 

① 年 10 件 

② 年９件 

① 実行団体から組織管理・ガバナンスに関わる相談に 6

件対応した。具体的な相談内容は、下記の通り。 

Ａ上田：寄付拡大（2 件）、Ｂ保見：組織編制（2 件）、

Ｃかしも：組織編制（2 件） 

② 2020 年度に実行団体の規定類整備について、非営利組

織の運営に詳しい弁護士の支援を受けながらその整備

状況について確認を実施し、改善点を報告書にまとめ

た。この結果を踏まえて 2021 年度下半期以降に規定類

整備に関する個別支援を実行団体に実施を予定。 

会計については、かしもチームに対して非営利組織の

会計を専門とする税理士による 2 回の現地支援をおこ

ない改善を図った。 

1 

3-2-5、包括的課題解決活動の

効果について報告書が作成さ

れる 

① 報告書  ①報告書作成 包括的課題解決活動の効果について実行団体への事業実

施状況を月次面談や現場訪問等の機会を通じてモニタリ

ングを行った。その結果をふまえて実行団体の現時点の活

動実績や協働・連携の成果を『NPO による協働・連携構築

事業 事業レポート Vol.1』にまとめた。 

最終的な成果についての報告書の作成は、最終年度に実施

することを予定している。 

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 
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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 

オンラインで事業進捗や研修を行うと共に、緊急事態宣言でない時期を見計らって現地訪問を行い、意見交換や個別支援を行った。 

実行団体のコロナ対応＝PCR 検査や、感染防止のための施設整備等への資金計画の配分（資金計画変更）をスピーディーに対応するように努め、JANPIA に

もお力添えをいただいた。 

 

② 広報（※任意）  

該当する内容がある場合には、概要を記載してください。提出可能な場合は PDF データ等を別途添付してください。 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等）日付、記事名、媒体、制作目的、概要、リンク先、部数等を記載してください。 

 

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの（出版物、印刷物、被服等、事業費を使って対外的に当事業を訴求するために制作されたもの）について制作物の種類、発行・製作時期、概要リ

ンク先、部数等を記載してください。 

 ・学生・若者の参加促進研修「まだまだ呼び起こせる、学生の力！」広報チラシ 

 

 3.報告書等  JANPIA に提出する報告書以外に、対外的に報告書を提出した場合は、報告書提出日、提出先等を記載してください。 

 

・NPO による協働・連携構築事業 事業レポート Vol.1 

 

  



10 

 

2019 年度事業 中間評価報告書（資金分配団体） 

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 

評価委員 全般  日本福祉大学福祉経営学部教授、日本評価学会会員 

評価委員 全般  岐阜大学客員教授、元 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 執行役員 

評価委員 全般  中部大学工学部教授、地域活性化伝道師 

内部 全般  一般財団法人中部圏地域創造ファンド 理事 

内部 全般  一般財団法人中部圏地域創造ファンド 理事 

内部 ガバナンス  一般財団法人中部圏地域創造ファンド 事務局長 

内部 全般  一般財団法人中部圏地域創造ファンド 事務局次長、プログラム・オフィサー 

内部 全般  一般財団法人中部圏地域創造ファンド プログラム・オフィサー 

 

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 

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） 

２-1 資金的支援    

（2-1-1)各チームに設けられ

る検討会の中で、包括的課題

解決体制（以下協議体とい

う）に対する理解が広まり評

価が定着する。 

①検討会関係者で協議体を

評価するメンバーの割合 

②地域の関係者における協

議体に対する認識の状況 

①評価するメンバーは 7

割以上 

②協議体の活動内容に関

わる主要な地域の関係者

のリストアップ、リスト

検討会議は 2022 年度（見通しとしては 2022 年 11 月頃までに複

数回開催し、検討結果が出る）に実施する見込みであるため、②

及び①については、具体的な動きは生じていない。 

進捗報告の 3-1-1 で述べたように、Ａ上田：拡大連携協議会で

「のきした」「うえだイロイロ倶楽部」といった目的意識を共有



11 

 

アップされた関係者の過

半数が協議体を認識 

しうるネットワークが形成されつつある。Ｂ保見：関係者会議が

開催され、行政関連機関が参加し地域課題を共有していることか

ら、これらを元にした関係者のリストアップは行っていけると推

察される。ただし、上田は行政関係者、保見は地域の関係者等、

事業の直接協力者だけでなく、課題解決を包括的に検討できる体

制として補強すべき層はある。 

Ｃかしも：未だ関係者会議という形では実施されていないが、か

しもむらは地域協議体がベースとなっていること、馬瀬では地域

意見交換会が行われ、関係者が出席していたことから、リストア

ップのベースはあるものと思われる。 

 

①は、実際に検討会議を行った後に測定する。 

（2-1-2)検討会で提示された

協議体の骨格案を踏まえて、

協議体が設立される。 

①協議体構成団体 

② 協議体の運営細目 

③ 協議体発足 

① 協議体構成団体が確

定 

②協議体の骨格案（目

的、構成団体、事務局、

事業計画、運営ルール

等）を元にした、運営細

目の策定 

③協議体の発足 

 

上記の通り、検討会議で提示された骨格に基づいて、①団体、②

運営要領が決まり、③協議体が発足されるものである。 

協議体の内容も、緩やかなネットワークから事業体まで多様な形

態が考えられるが、それに応じた運営モデルを分配団体としても

情報収集し、適切なアドバイスを行う必要がある。 

(2-1-3)チームによる課題解決

活動が地域で評価され、協議

体設立の動きにつながる。 

【評価の視点】                    

①チーム活動の地域への広が

り 

②協働・連携活動による質の

高い課題解決活動 

③寄り添い・包括性が発揮さ

①チーム構成団体以外で活

動に賛同する関係者が増大 

②③チームによる事業成果

（被支援者および地域関係

者満足度） 

① ①継続的に課題解決活動

に関わるチーム外の協力

団体の増大（A：15 団

体、B：10 団体、C：15

団体） 

②③チームによる調査結

果で、「活動がよくなっ

た・ニーズに寄り添って

いることを評価する回答

①Ａ上田：アイダオの報告では、拡大連携協議会 11 団体、協力

団体 13 団体が報告されているが、中でも、月次の状況把握等

から、ハローアニマル、信州かんもく相談室、場作りネット、

犀の角、長野大学の２つのゼミ、複数のスクールソーシャルワ

ーカー等、10 団体ほどが日常的な協力関係にある。 

 Ｂ保見＝関係者会議に 10 団体が参加しているが、その中で

も、豊田市、トヨタ自動車社会貢献推進室、若者建築関係者有

志、老人会、食材提供を行う前原農園など市外の協力者等複

数、県営住宅公社、学生グループ JUNTOS、豊田市社協等 10
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れた課題解決活動 が６割以上 団体ほどが具体的に事業に関わっている。 

 C：かしも＝カシモールのライター、ギャルサー、中津川北商

工会、東美濃農協、中津川市、南飛騨馬瀬川観光協会、馬瀬商

工会、下呂市馬瀬振興事務所、加子母小学校、こぎそ農園、木

匠塾塾史編集グループ、水車名人、岩間農園等、15 団体ほどが

具体的に事業に関わっている。 

 

②質の向上、③寄り添い・包括性 

Ａ上田： 

・上田映劇という資源を活かし、社会的孤立をしがちな子どもた

ちに映画館に行くという希少性の高いプログラムを提供してい

る。また、接点のできた子どもに映画館での作業等の役割を与

える等成長の機会を与えている。 

・映画を見るにとどまらず、子ども若者が感想を述べるカタリバ

を、侍学園の持つファシリテーション力や若者の参加により、

着手することができた。 

・カフェに立ち寄る子ども若者及び、その家族に、似顔絵描き、

マスク売り等、当事者が役割を持つプログラム開発を、アイダ

オと侍学園とでケースを分析しながら進めている 

 

B 保見 

・自治区が関わることで、アンケートや広報、事業の呼びかけを

ドア to ドアで行うことができ、アンケートの回収率向上、高齢

者サロンや防災訓練等の参加につながっている。中京大のフッ

トワークのよさもこの個別呼びかけの力となっている。 

・中京大のチャレンジ精神により、高齢者の出前型の生活支援サ

ービス、自治区の放送機能を使った日ポ語のゴミ出しアナウン

ス等の当初なかった活動で、団地生活の改善に寄与している。 

・トルシーダのネットワークにより、トヨタ自動車 Ex 会の集会

所の拠点化に向けた改修、調査報告書概要版のビジュアル化が
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行われ、事業の環境整備や効果可視化に役立っている。 

・トルシーダの活動経験により、住民参加促進の指向性をもっ

て、食材配布⇔ペットボトル回収の交換活動、外国人の若者の

食材配布スタッフとしての参加、子育てサロンを通した希望す

る活動を運営できる人材が育ち２つのイベントを外国人主体で

開催できた。 

・中京大・トルシーダで毎週、食材配布と子ども食堂をすること

で、子ども食堂参加者の親が子育てサロンの講師になる等の受

益者→主体者への人材循環が生まれている。また、ちょっとし

た相談が寄せられ、それを外国人若者スタッフが応答する機能

も生まれている。 

 

C かしも 

・aichikara や木匠塾の若者が関わることで、カシモールのサイト

構成やデザインに反映できた。また、地域資源ＭＡＰのＧＩＳ

導入も、技術に明るい学生が導入に貢献し、遊休農地や空き家

の条件等を一括管理できるＭＡＰづくりを進めている。 

・馬瀬では、観光協会が主催するイベントに aichikara、木匠塾の

若者が運営支援を行いイベントが活性化、地元の評価を得た。 

・aichikara が関わることで、これまでの木造実習とは異なる切り

口（校歌額の寄贈）で地元工務店、加子母小学校が社会貢献す

る新たなプログラム開発ができた。 

・aichikara では、短期間・繁忙期に留まらない農業体験や馬瀬で

の草刈の実験的ツアーを実施し、学生向けの多彩な体験学習の

プログラムが増えつつある。 

・大勢の学生が現地に移動しての実習ができない分、学生代表が

体験→動画配信して各大学で実習する形で、都会の若者との新

しい関係人口形成が試行され、動画教材も作られつつある。 

（2-1-4）事業成果を客観的に

評価することで、実行団体の

実行団体の今後の活動方

針、または活動計画 

各実行団体による、３年

位先を見据えた活動計画

まだ、各団体の状況把握をしていない。事業評価→活動方針の整

備、または中期計画等の作成を経験したことがない団体も多いと

思われる。そのため、「中期計画作成」の研修を行い、各団体の
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今後の活動の発展が期待でき

る                  

または活動方針の明文化 組織実態に沿った取り組み方のプロセスパターンも示したい。各

団体の方針の明文化と共に、その中で協議体で進める課題解決活

動において具体的にどの役割を担うのかを可視化できるように、

22 年の各団体の総会に絡めて必要に応じた個別支援をしていきた

いと考える。 

２-２ 非資金的支援    

（2-2-1)各実行団体の事業遂

行能力が高まることで、チー

ムによる課題解決力が高ま

る。 

① 事業目標の達成状況 ① 事業目標達成率７割

以上 

・コロナ禍にチームとして向き合い、事業進捗会議等の機会を通

じて事業継続を検討する過程の中で各実行団体の事業遂行能力

は高まった。そのため事業目標の達成を見据えた活動が進めら

れており、事業目標達成率の実現は十分可能な状況にある。 

・中間評価の実行団体の事業のアウトカムの進捗評価において、

12 の実行団体のうち 10 団体が、短期アウトカムの目標値の達

成について「達成の見込みがある」、「達成できる見込みがある」

を選択しており、事業目標達成が可能と自己評価している。 

 

●実行団体の事業のアウトカムの進捗評価 

１ 達成は難しい 

 ２ 達成は不透明である 

 ３ おおむね達成できる見込みがある 

 ４ 達成の見込みがある 

 ５ 目標値を上回っての達成の見込みがある 

 

Ａ上 田：アイダオ＝４、侍学園＝３、上田映劇＝３ 

Ｂ保 見：県住協＝３、保見自治区＝２、トルシーダ＝３ 

保見プロジェクト４、共生を考える会＝３ 

Ｃかしも：かしもむら＝４、、馬瀬川＝２、aichikara＝３、 

木匠塾＝３ 

※保見プロジェクトと木匠塾については、団体による記載はなか

ったため、PO が中間評価報告書の記載内容から上記の評価をおこ

なった。 
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（2-2-2)各地域に適応した協

議体の目的、構成団体とその

役割、運営の仕組等が明確に

なる。 

① 協議体の参考モデル ① 協議体の骨格検討に

反映 

〇進捗報告 3-2-2 で述べたように、3 月 9 日の研修で、各チーム

における協議体が「どんな協働連携のねらいを持ち」「どんな

分担で運営されるとよいか」を考えた。 

・ねらいについては、地域や協議体のニーズを重視する傾向が強

く（マーケット重視型ではない）、課題の大きさとチームでで

きることにギャップが存在する。 

・分担については、A 上田：各団体の役割が明確で再確認がき

た。B 保見：自治区だけではできないことに他団体の強みによ

って補強する概念図は共有できたが、それを受け入れる自治区

の意向を定めるのに時間を要する状況である。C かしも：これ

までの域学連携の経験を元に、協議体の基本機能は想定できる

が、本事業を通して発展させる領域が検討しきれていない。 

・実行団体の検討と併行して、分配団体として協議体の参考モデ

ルを収集することが必要であるが、着手ができておらず、2021

年度後半で、構成団体と役割の参考情報をさらに集めたいと考

えている。 

(2-2-3)実行団体の業務執行力・

組織的持続性が向上し、チーム

の課題解決活動の運営基盤が

強化される 

①研修等の成果を反映して

実施された事業内容 

② 専門家派遣等により改

善された組織運営上の

改善内容 

①各実行団体について 1

事例程度 

②各チームについて 1 改

善例程度 

①  

A 上田：研修終了後にチームとしてファンドレイジングを実施す

ることが検討され、2021 年度下半期以降に実行が予定されてい

る。研修の成果が一定程度、活かされつつある。 

B 保見：事業実施には至っていないが、特に学生・若者の活動との

連携に研修の成果がチームで報告された。今後の運営に活かさ

れることが期待される。 

C かしも：事業実施には至っていないが、協議体のあり方の検討、

具体的な組織化をすすめるにあたって研修の内容が今後活かさ

れることが期待される。 

 

② 非営利組織の会計に詳しい税理士による現地訪問を伴う会計

支援をかしもチームに対して実施した。会計の経験が少ないス
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タッフが実務を担当していることから、複数回にわたって現地

を訪問し部門別会計の導入等の支援をおこないバックオフィ

ス改善がすすんでいる。 

(2-2-4)報告書に基づき、協議体

の構築が中部圏域において報

告・提言される。 

①成果報告書を元にした提

言フォーラムの開催 

② 包括的課題解決の有効

性を示すメディア発信 

② １回 

③ ３件 

現時点の協議体による包括的課題解決活動の効果についてまとめ

た事業レポートを作成した。2021 年度下半期に NPO 関係者やメ

ディア等に広く周知する。成果報告書の作成や提言フォーラムの

開催は、最終年度に実施することを予定している。 

 

 

④ （※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を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 

各団体のアウトカムに向けた状況把握、協議体形成に向けた地域の関係

団体との協力関係づくりの現状から、達成の見込みがあると判断した。 
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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 

③ 事業計画の

妥当性 

事前評価以降、新型コロナ

感染拡大の影響による環

境（政策、経済、社会など）

の変化を捉えた事業計画

になっているか。 

事業計画に大きな影

響はないが、実行団体

の事業編成や評価活

動への支援により力

を注ぐ必要がある。 

・コロナ対応緊急支援の助成金については、４団体とも適正に活用しており、事業

計画変更の目的は達成された（アイダオ、侍、上田映劇、aichikara）。 

・コロナ禍で県域を越えた移動を自粛が求められる状況から、CCF が県をまたい

で訪問する回数が減った。これにより、A 上田、C かしもについて、協議の場づ

くりにおける議論が進みにくい状況がある（事業計画よりは実施上の課題）。 

・同じく事業実施上の課題であるが、B 保見では住民の大人数の集まりを持つのが

難しい（集まりを持つことに反対する住民感情もある）中での住民参加の方法、

C かしもで都市部から若者が訪問・交流する機会が当初計画より極めて限られる

中での評価について、丁寧な支援が必要とされる。 

④ 実施状況の

適切性 

目標の達成から見て、事業

計画は論理的・合理的であ

るか。 

論理的・合理的である ・資金分配団体の事業計画として、PO の伴走支援による「実行団体事業の定例的

な状況把握・支援」を軸にしつつ、「組織強化」と包括的課題解決体制の「環境

整備」の取り組みの３つ柱建てができた。JANPIA の研修（小林立明先生の資金

分配団体向けの支援戦略）における「社会の諸課題の解決」「自立した担い手の

育成」「自律的かつ持続的な仕組みの構築＝環境整備」と考え方が合致している

ことも確認した。 

・その柱に沿って、事業計画を整理し各々のアウトプットや指標を設定したこと

で、論理性・合理性を整理することが進んだ。（ロジックモデル参照） 

⑤ 実施状況の

適切性 

アウトプットは、目標達成

できる見通しがあるか。 

達成できる見込みで

ある 

・コロナの感染拡大に伴い、当初実行団体が事業計画で想定したアウトプットの達

成は不透明になりつつあったが、感染対策をすすめたこと、また、オンラインの

活用や少人数、分散型での活動の実施など事業の実施方法を変更することで概

ね達成の見込みができつつある。ただし、引き続き事業実施方法等の相談支援が

必要である。また、実施状況を見ながら、個別の専門家派遣も検討したい。 

・活動を通じて、３チーム共、当初のチーム構成団体以外の地域の関係者の発掘や、
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具体的な事業における関係性が形成されてきており、協議体構築に向けての展

望にもつながっている。 

⑤ 実施状況の

適切性 

アウトプット発生に影響

を与えた阻害・貢献要因は

分析できているか。 

分析できている ・コロナの感染拡大がアウトプットの発生に与えた影響は大きい。特に広域からの

移動を伴う活動や集合型で実施する活動は実施できない期間が生じた。 

・一方でチーム内の実行団体が連携することにより、事業の再開・継続について相

互に相談し合うことで新しい事業の実施形態を構築できたことは、アウトプッ

トの発生に貢献している。 

⑥ 知 見 の 共

有、活動の

改善 

活動の改善につながる伴

走支援ができているか。 

各事業で重要とされ

る知見を特定し、支援

をしている。地域活性

化の効果測定はさら

に情報収集する必要

がある。 

Ａ：上田 参加する子ども・家族の変化の把握の方法、効率防止の核になる人材（総

合支援士）役割について、フレームの提案や意見交換をしながら、記録フォー

ムの作成、ケーススタディを通した役割の明確化を支援することができた。 

Ｂ：保見 各事業を通した当事者（住民）参画の状況を検証するシート、アンケー

ト結果の発信・ＣＢ講座・多文化情報発信の進め方に関わる意見交換を通して

住民参加の機会を作りながら活動を進める方法が検討されるようになった。 

Ｃ：かしも 現地訪問が難しい中で、動画・オンラインによる交流促進のコンテン

ツづくりについて提案・意見交換し、検討されつつある。事業の効果測定につ

いて具体的に支援ができていない。 

⑥知見の共有、

活動の改善 

チームで取り組んだこと

による効能が把握できて

いるか。 

効能の実態は把握で

きているが、その要因

分析は今後も行って

いく必要がある。 

・中間評価で「チームアプローチの効果」について、「①地域への広がり」「②活動

の質」「③寄り添い・包括的な課題解決の前進」及び、「④被支援者の浸透と参加」

の４点を元に、実行団体にレポートを提出してもらった。 

→①～③については、2-1-3 に記載した。 

→④について、実態は、3-1-4 に記載したが、効能の要因は以下が考えられる。 

 A：上田：一般発信については、アイダオのメディア掲載をはじめ、各団体の特

徴を活かし行政の委員会から SNS まで多様な広報活動が行われたこと。ま

た、当事者に確実に届く働きかけとしては、アイダオがソーシャルスクール

ワーカーの協力を呼びかけ個別に当事者に呼びかける方法、拡大連携協議会

のメンバーや、子ども若者に関係する会議で顔を合わせる地元の関係団体を

仲介して届くこともある。今後、カタリバに関しては、侍学園と連携してい
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る学校に呼びかけをするとのことである。 

 B：保見：全戸配布のアンケート、及び、自治区の棟長会議でプロジェクトの情

報発信が行われた。加えて、トルシーダと中京大が毎週、食材支援と子ども

食堂を継続的に行っていることがじわじわと地域に浸透する効果を与えて

いる。ここから、事業の姿が定期的に見られること、子どもが参加し、その

親も参加といったようにある事業に参加したことが他の事業の参加につな

がること等の効果が見られる。ｆｂによる情報発信によって子ども食堂や防

災訓練の参加者が増える結果も出ており、情報発信に協力する外国人のリー

ダー的人材がいることも要因となっている。 

 Ｃ：かしも：過疎地域において、若い人が地域を応援してくれる動きは、地元に

とって心強い影響を与える。新たに活動が始動する馬瀬においては、鮎祭り

やドローンを活用した草刈等、チームの資源を活かし合い「新たな取り組み

をする」という魅力が地元の関心を呼ぶ効果をもたらしている。かしもでも、

カシモールという新たな特産品やかしもの魅了を伝えるプラットフォーム

の仕組みを、都会の若い人の意見も組み入れてデザインし、地元の特産品関

係者の期待が寄せられている。 

⑦ 組織基盤の

強化 

事業のアウトカム達成に

必要となる支援について

知見を蓄積し、活用できる

組織体制が築けているか。 

組織体制の構築がす

すんでいる 

・非営利組織の会計に詳しい税理士による会計支援により、会計を適正に実施でき

る組織体制の整備がすすんだ。 

・各実行団体の規定類の整備状況を確認し、ガバナンス・コンプライアンス体制の

課題を把握した。一部の実行団体については規定類の整備のための支援をおこ

ない組織体制の改善を実施した。未実施の実行団体については、今後、非営利組

織の運営に詳しい弁護士が、個別に支援を実施することを予定している。 

・助成終了後の活動継続に向けた出口戦略づくりの一環として、日本ファンドレイ

ジング協会と連携して実施を予定している実行団体に対するファンドレイジン

グに関する個別支援の開始に向けて、実行団体との調整をおこなった。 

・評価に知見のある学識者による評価委員会を開催し、アドバイスを受けながら資

金分配団体、実行団体の評価を実施した。 
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② 短期アウトカム改善に貢献した要因や事例について記載して下さい。 

〇短期アウトカムの 2-1-3 に、チームアプローチによる効果を切り口に記述した。その他では、以下の要因が考えられる。 

・A 上田：12 万人というコンパクトな都市で、課題意識を共有する活動関係者の顔が見えていること。コーディネート団体のフットワークがよく情報

をつないでおり、教育機関にも顔を出し、マスコミへの発信も含め、バランスよく情報循環を進めていること。組織的な協力関係よりはキ

ーパーソン同士の人的なネットワークの要素が大きく、それが具体的にスピーディーに機能している。 

・Ｂ保見：当事者である住民の代表機関である自治区がチーム構成団体にいること。多文化共生に関わるＮＰＯに長年の経験とネットワークの蓄積が

あり課題解決活動に新しい切り口を提供していること。大学の学生（特にリーダー層）が惜しみなく時間をさいて活動をしていること。会

議以外にも、現場を共有しており、広報や準備期間も含めて対話を密に行う中で、現場のニーズに応じた活動の発展を生み出している。 

・Ｃかしも：27 年もの域学連携の蓄積のもと、地域側と学生間で頻繁に情報交換・議論を積み重ねがあり、事業の進め方の相談が率直にできる信頼関

係が築かれていること。地域側の実行団体のリーダーが、地域づくりの知識・経験が豊富で、行政や地域づくり協議会との関係を形成して

いる団体であること。若者の団体側に専門知識・社会貢献活動の体験等の地域で活かせる資源を持っていること。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果があれば記載して下さい。 

Ａ：上田では、コロナ禍で生活困窮者が増えたことにより「のきした」等の支援活動、部活動の地域移行に伴う「うえだイロイロ倶楽部」等のネットワーク 

が形成され、本事業の協議体との関わり方の選択肢・可能性が広がる見込みがある。上映会・カフェ以外の「日常の居場所」が作られてきている。カフ

ェのプログラムに、当初の想定以上に被支援者が参画側に回るという変化が生まれている。 

Ｂ：保見では、同じく生活困窮者への対応で「食材支援」が子ども食堂と合わせて継続的に行われることになり、これを通した受益者との信頼関係ができ、

事業への協力者も出てきている。また、中京大の事業から派生して、他大学学生とも共に活動する別組織も誕生した。建築・デザインが得意な若者やト

ヨタ自動車社員のような外部人材の協力者から、目に見えてインパクトのある活動が可能になった。 

Ｃ：かしもでは、コロナ禍の影響から、馬瀬の活動が、地域のニーズ調査に基づく地域密着型の要素を強めた。また、木匠塾の学生が大勢で現地実習ができ

ない状況を逆手にとり、水車制作プロジェクトのように「分散型」「リレー型」で活動を行う「新しい活動様式」を生み出した。また、オンライン学習

教材も作り、新しい都市の学生とのつながり方のトライアルが行われている。 

 

 

④ 事業計画（資金分配団体）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 
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  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 

中間評価によって、実行団体の短期アウトカム達成についての状況変化を定量的・定

性的に把握することができた。それを元に、事業計画の妥当性を再確認し、事業計画

を大きく変更する必要はないものの、実行団体の評価活動への支援、協議体形成に向

けたプロセスを踏んだ支援の重要性が再確認できた。その点への PO による伴走支援

を厚くすると共に、研修や個別支援でも対応していきたい。 

 

（事業計画の変更＝２年目後半から３年目は、協議体形成に向けた支援が重要にな

るので、それに関わるアウトプットを設定する予定） 

 


