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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 ： 西成区子育て・子育ち応援事業  

● 資金分配団体 ： 特定非営利活動法人エティック 

● 実 行 団 体 ： 特定非営利活動法人子育て運動えん 

● 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

＊ 

大阪市西成区の子ども支援者・

団体が充分に連携し、情報交

換・意見交換ができるなかで、

課題意識から目指すべき方向

性までを同じ目線で理解し、行

動していける状態 

子 育てネ ット加 盟団体内

で、オンライン・オフライン

のコミュニケーションを通

じ、 

①目指すべき状態が共有さ

れているか 

②タイムリーな情報共有が

なされているか 

③ネットワークの強みを活

かしつつ、しかるべき課題

解決がなされているか 

①策定されたビジョンが十分

な理解において共有されてい

る状態 

②タイムリーな情報共有がな

されている状態 

③加盟団体が連携し、持続的

効果的な課題解決ができてい

る状態 

④事務局団体として十分なサ

ポートを実現できている状態 

2020 年度

末 

①過去の経緯共有を実

施し、ビジョン作成の

土台を整えた状態 

②コロナ禍で定例会議

の開催などが困難な状

況が継続している状態 

③コロナ禍で定例会議

の開催などが困難な状

況が継続している状態 

④事務局団体として十

分なサポートを実現で

3 



2 

 

④事務局は上記②③を十分

にサポートできているか 

きている状態 

大阪市西成区における子育て

支援の情報が、それを必要とす

る対象にきちんと届いている

状態 

子育てネットの情報発信に

おいて、 

①発信媒体が整備され、発

信体制が整っているか 

②支援を必要とする子育て

世帯に被支援に関する情報

が届いているか 

③ 子育て 支援を 支える能

力・意志を持った人たちに

支援に関する情報が届いて

いるか 

①どの媒体においてどの情報

を発信するかが特定され、か

つそれが実行されている状態 

②情報を得る媒体によって情

報取得の差が生まれない状態 

③研修の実施がいつでも誰で

も確認できる状態 

2022 年度

末 

①新規の媒体（LINE@

等）を活用した発信が

行えていない状態 

②SNS の利用状況によ

っては情報が届きにく

い状態 

③発信すべき研修が実

施できていない状態 

3 

【子育て支援団体による】大阪

市西成区において支援を必要

とする子育て世帯に対し、十分

な支援の受け皿が用意できて

いる状態 

子育てネット主導の取り組

みにおいて、 

①支援を必要とする子育て

世帯を取りこぼさないため

に必要な種類と質の支援が

なされているか 

②加盟団体が連携を図りな

がら支援を実行できている

か 

③事務局は上記②を十分に

①必要な機関が加盟し、また

必要な機関との連携が図られ

るなかで、必要な取り組みが

なされている状態 

②情報が適時で共有され、必

要な議論がなされ、取り組み

につながっている状態 

③事務局団体として十分なサ

ポートを実現できている状態 

2022 年度

末 

①学校や地域の新設保

育園など重要な機関が

ネットワークから漏れ

ている状態 

②コロナ禍のために対

面での全体共有に時間

を要しがちな状態 

③事務局団体として十

分なサポートを実現で

きている状態 
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サポートできているか 

【地域住人の活用による】大阪

市西成区において支援を必要

とする子育て世帯に対し、十分

な支援の受け皿が用意できて

いる状態 

「ぴよちゃんバンク」事業

において、 

①能力・意志を持った地域

住人が支援者として関われ

ているか 

②研修等により支援に必要

なスキルが得られているか 

③支援者・支援団体との連

携は十分に図れているか 

④事務局は上記①②③を十

分にサポートできているか 

①サポーターの数は以下： 

 [みまもり隊] 子ども食堂、

主任児童委員や西成区社会福

祉協議会、放課後デイサービ

ス事業者から協力者を確保（1

名ずつ）  

 [おたずね隊] 7 名 

 [アドバイス隊] 10 名、20 団

体 

②研修が適切な質で、定期的

に実施されている状態 

③必要な連携で支援がなされ

ている状態 

④事務局団体として十分なサ

ポートを実現できている状態 

2022 年度

末 

①サポーターの数は以

下： 

 [みまもり隊] 子育て

ネット加盟団体  

 [おたずね隊] 2 名 

 [アドバイス隊] 5 名、

5 団体' 

②コロナ禍の影響で、

研修が実施できていな

い状態。 

③必要な連携で支援が

なされている状態 

④事務局団体として十

分なサポートを実現で

きている状態 

3 

大阪市西成区においてすべて

の子育て世帯が安心して子育

ち・子育てできることが地域住

民に意識され、地域としてその

実現が目指されている状態 

大阪市西成区として目指す

べきビジョンが共有され、

そのなかで地域（住民）に期

待される役割が理解されて

いるか 

ビジョン策定後に算出 2022 年度

末 

未策定につき N/A 4 

大阪市西成区において子育て

ネットが取り組む子育て支援

既述の連携サポートや取り

組み推進において、 

①事務局団体として NPO 法

人子育て運動えんに 3 名の専

2022 年度

末 

①2 名の専従スタッフ

および 1 名のパートタ

3 



4 

 

を事務局（NPO 法人子育て運動

えん）が長期的に維持・促進が

できる状態 

①必要な人員が確保されて

いるか 

②必要な資金集めがなされ

ているか 

従スタッフがいる状態 

②計画的に必要な資金を適切

に集められている状態 

イムスタッフ体制 

②計画的な行動ができ

ていない状態 

【新型コロナ緊急追加支援】大

阪市西成区における若者のた

めの居場所作りおよびライフ

サポート事業の情報が、それを

必要とする対象にきちんと届

いている状態 

支援を必要とする若者に被

支援に関する情報が届いて

いるか 

どの媒体においてどの情報を

発信するかが特定され、かつ

それが実行されている状態 

2021 年 9

月末 

受け入れ体制に見合っ

た被支援者にはしかる

べきリーチができてい

る状態 

2 

【新型コロナ緊急追加支援】大

阪市西成区における若者のた

めの居場所作りおよびライフ

サポート事業を実効的に行う

ための受け皿が用意できてい

る状態 

①支援を必要とする若者が

集い、前に進む活力をえら

れる居場所が用意・維持で

きているか 

②支援を必要とする若者の

具体的な課題に対して適切

な支援が行えているか 

①事務局において居場所の運

営・維持が適切になされてい

る状態 

②支援スタッフの配置および

支援ネットワークの活用が適

切になされている状態 

2021 年 9

月末 

①発展的な展開含め、

事務局において適切な

運営・維持がなされて

いる状態 

②スタッフ配置、関係

機関との連携ともに効

果的な取り組みがなさ

れている状態 

1 

＊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 



5 

 

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 

  3.課題がある 

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 

・コロナ禍で孤立の問題がいっそう深まっている子ども・若者が集まれる居場所づくりを、感染症対策を十分に行いながら、居場所の新設・

増設、あるいはごはん会の定期実施など、 

 

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 

 村上靖彦『子どもたちが作る町 大阪・西成の子育て支援』（世界思想社, 2021）のとくに第四章で、代表・関口による「ぴよちゃんバンク」

を中心とした支援実践が取り上げられ、その意義の分析・言語化が試みられている。 
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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 インタビュー等実施協力  事業責任者 

内部 インタビュー等実施協力  事業担当者 

内部 インタビュー等実施協力  事業担当者 

外部 評価計画作成、インタビュー実施、フ

ィールド調査 

 外部評価アドバイザー 

 

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 

子育て・子育ちビジョンの有無 有 2022 年度末 コロナ禍の影響で子育てネット加

盟団体同士のコミュニケーション

が困難になるなか、オンラインも

活用しながら、過去 20 年の経緯や

理念の共有を行っており、今後の

ビジョン策定の土台を整えた状態 

ビジョンの浸透率 子育てネット加盟団体に対してきちんと周知され、

十分な理解のうえで、それぞれの支援が行われてい

2022 年度末 N/A 
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る状態 

支援を必要する子育て世帯・若

者のうちリーチできている数お

よび支援の頻度と実効性 

継続的な接点を持てている要支援世帯 50 世帯、若者

10 名 

2022 年度末 コロナ禍の影響でイベントを通じ

たアウトリーチ、支援者育成が困

難になるなか、要支援世帯 5 世帯、

若者 5 名と数は限定的だが、関係

を持続する質の高い支援を行って

いる。 

西成区要保護児童対策地域協議

会で扱われるケース数 

320 ケース 2022 年度末 400 ケース（変化なし） 

子育て世帯の満足度 指標づくり、現状調査を踏まえ、事業成果を可視化

し、指標の段階的改善を目指す 

2022 年度末 中長期的な視野のもとで指標化の

ために必要な調査に向けて、白書

づくりを段階的に進めていく計画

を進行中 

「ぴよちゃんバンク」事業にお

ける一般サポーターの支援実績 

サポーター8 名、要支援世帯 20 世帯 2022 年度末 サポーター1 名、要支援世帯 5 世

帯 

 

 

 

①  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 

本事業実施開始は 2020 年 9 月であり、ちょうど 1 年

が経過したところだが、コロナ禍の影響を大きく受け

事業実施のうえで大きな制約を受けた。とくに子育て

ネットワーク「わが町にしなり子育てネット」の定例

会議開催が困難な時期が続いたことによって、区全体

の子育て機関を巻き込んでビジョンを策定し、展開し

ていく動きは限定的にならざるを得なかった。また、

訪問型支援「ぴよちゃんバンク」の支援者養成もコロ

ナ禍の影響を大きく受けた。養成講座が開催できず、

2 名体制での継続を迫られるなかで、支援対象となる

子育て世帯数も従来からの増加は見られなかった。一

方で追加助成を受けて始まった若者の居場所支援、あ

るいは研究者の協力のもと始まったヤングケアラー

調査など、当初の計画になかった取り組みが実りのあ

る展開を見せている。今後、コロナ禍の収まりも見通

すなかで、どのようにリソースを確保し、また配分し

ていくのか、改めて事業計画を再考する必要がある。

また関連して、虐待予防の側面から市民を巻き込んで

いく本事業の性格上、3 年（実質的には 2 年半）とい

う期間で数値的な変化につなげることは容易でない。
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本事業がもたらすコレクティブインパクト、あるいは

各取り組みについて、ていねいな質の評価が求めら

れ、評価指標についても再考の必要がある。 

 

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 

「わが町にしなり子育て

ネット」のビジョン策定へ

の歩み、ネットワーク強化

を適切に主導しているか 

一定の成果がある一

方、コロナ禍の影響が

大きく、成果目標およ

び実施計画について

再考が必要 

関係者インタビューおよびディスカッションを行い、現状の把握お

よび課題の推定を行った。コロナ禍の影響で、加盟団体が 70 を超え

るネットワーク「わが町にしなり子育てネット」が毎月開催してい

る定例会議の開催や対外的なイベントの実施が、昨年度来、困難な

時期が続いている。一方で、オンライン開催を通じ、ネットワーク

開設 20 周年の歩みを数回にわたって加盟団体が確認できたことは

意義深いが、今後のビジョン策定に向けての土台づくりができたと

考えられる。また、この間も事業主体である子育て運動えんが、事

務局的機能を担い、また理事会への参加も兼ねるなかでネットワー

ク内のコミュニケーション推進を担ってきたことも評価しうる。し

かしながら、今後のコロナ禍収束の見通しのもとで、ネットワーク

全体を巻き込んでビジョン策定への歩みをどのように進めるか、

2022 年度中の成果目標および実施計画については再考の必要があ

る。 

実施状況の 

適切性 

「ぴよちゃんバンク」事業

を適切に行えているか 

一定の成果がある一

方、コロナ禍の影響が

大きく、成果目標およ

関係者インタビューおよびディスカッションを行い、現状の把握お

よび課題の推定を行った。当初予定していたサポーター養成講座が

コロナ禍の影響で実施できず、支援者数は事業開始時の 2 名から増



10 

 

び実施計画について

再考が必要 

加していない。一方で、2 名の訪問スタッフについては要支援世帯

に対する継続的な支援を行い、この間、5 世帯に関われており、ま

た、今後関わっていける世帯も複数把握できている状態で、具体的

な関わりの一つ一つは丁寧で質の高いものである。今後のコロナ禍

収束の見通しのもとで、養成講座を始めサポーター養成をどのよう

な形で再開していくのか、またそのなかでどのくらいの世帯に関わ

ることができるのか、2022 年度中の成果目標および実施計画につい

ては再考の必要がある。 

実施状況の 

適切性 

イベント実施型のアウト

リーチ事業を適切に行え

ているか 

一定の成果がある一

方、コロナ禍の影響が

大きく、成果目標およ

び実施計画について

再考が必要 

関係者インタビューおよびディスカッションを行い、現状の把握お

よび課題の推定を行った。コロナ禍の影響で、子育てネット主催で

行ってきた不特定を対象としたイベントは軒並み中止になった。開

催できたのは「にしなりあそぼパーク」などごく少数である。今後

のコロナ禍収束の見通しのもとでも、どのように再開を図っていく

のか慎重な検討が必要なところであるが、様々困難を抱えて孤立が

深まっている子育て世帯がコロナ禍の期間で増えていることを考え

ると、さまざまな工夫をしながら一つでも回数を重ねていく必要が

あり、2022 年度中の成果目標および実施計画については再考の必要

がある。 

実施状況の 

適切性 

居場所提供型の支援事業

を適切に行えているか 

大きな成果がある一

方、当初の計画外の取

り組みもあり、成果目

標および実施計画に

ついて再考が必要 

関係者インタビューおよびディスカッションに加え、現地フィール

ド調査を行い、現状の把握および課題の推定を行った。コロナ禍の

影響で、従来から実施していた場所を借りての居場所事業は実施が

困難になった。他方で、2021 年度に法人事務所を開設したことを契

機として、追加助成事業として始めた法人事務所を拠点とした居場
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所事業は隔週の食事会の開催や、勉強・交流の場としての開放など

を通じて、支援を必要とする若者（現状では 5 名程度）だけでなく、

さまざまな立場の大人たちも気軽に集える地域の居場所に半年のあ

いだで進展している。シェアオフィスの一角を利用していることも

あり、さまざまなサポートも周囲から得やすい環境であるが、収容

人数の制約もあり、現在はさらに近隣の一棟の無償提供を受けて、

当事者である若者が中心となりながら「みんなでつくる家」開設ま

で取り組みが進展している。将来性のある事業であるものの、当初

の計画外の取り組みであり、資金面も含め、2022 年度中の成果目標

および実施計画については再考の必要がある。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

新型コロナウィルス感染

拡大の影響を受け、効果的

な計画変更がなされたか 

困難な状況を柔軟な

判断と粘り強く実行

力で組織的に乗り越

えている 

関係者インタビューおよびディスカッションを行い、現状の把握お

よび課題の推定を行った。本助成事業は、事業開始が半年近く遅れ

るなど当初からコロナ禍の影響を受けていたが、その後も大阪がコ

ロナ禍の深刻な影響を受けるなかで、当初計画していた取り組みの

内の多くが実施困難な状況が続いた。また、最初半年も常勤職員 1

名（代表を兼任）で事務所設立を始め、法人の体制を整備に注力す

る必要があり、他の理事がみな忙殺されがちな福祉支援職であり、

このコロナ禍で本事業のための時間捻出がさらに困難であった。そ

んななか、NPO 法人エティックを始め他の事業パートナーとも連携

しつつ、事業継続困難な状況に陥らず、コミュニケーションを取り、

その時々の状況に応じて柔軟な対応を図り、当初計画外の取り組み

に着手できていることは高く評価できる。今後のコロナ禍収束後の

見通しのもとで必要となる対応のほか、現在は常勤職員が 2 名とな
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り、法人理事会との連携、あるいは子育てネットとの連携など改善

を図るべき点はあるが、法人内外のつながりを生かし、今後も適切

な対応がなされていくと見込まれる。 

組織基盤強化・

環境整備 

助成終了後の事業継続を

見込める状態かどうか 

コロナ禍の影響でフ

ァンドレイジングの

重要性が高まってい

る一方で、十分なリソ

ースを確保できてな

く早急な体制づくり

が求められる。 

関係者インタビューおよびディスカッションを行い、現状の把握お

よび課題の推定を行った。コロナ禍の影響で、チャリティーイベン

トが中止になり、計画していた財源が見込めなった一方、人的リソ

ースの不足により、助成終了後の事業継続に向けたファンドレイジ

ングについては、十分な動きができていない。また、関連して当初

計画していた広報的な施策についても、この間、十分な取り組みが

なされていなかった。常勤職員 2 名および非常勤 1 名という現在の

体制では対応が難しいため、資金計画内での職員雇用だけでなく、

他のボランティア（団体を含む）からのサポートを検討し、継続意

義のある取り組みが助成終了後、さらにその質・量を高められるよ

うファンドレイジングの体制づくりが早急に求められる。 

 

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 

・わが町にしなり子育てネットの加盟団体を増やし、地域連携を高めていこうとしているなか、地元企業からの協賛があり、小規模なイベン

ト事業「ぴよちゃんガーデン」が開始し、関わりのある子どもや親子が定期的に参加できる機会が増えた。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・2021 年度より西成区の子ども・若者・支援者を対象としたヤングケアラー調査が研究者複数名の協力のもとで始まり、来年度の報告に向

けて、地域の保育園や子ども食堂など、さまざまか関連機関と協力しながら実態調査が展開される見通しである。 

・事務所を拠点とした居場所事業の発展として、無償提供を受けた近隣の一棟を当事者である子ども若者が中心となって改装し、新たな居場
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所を開設する「みんなでつくる家」がスタートし、内装を整えるなどの行程に着手している。今後はサポートを必要とする若者が就労の経験

を積んだり、宿泊先の提供が必要な子どもや若者がある期間生活もできるよう、様々な子ども・若者・大人を巻き込んで整備を進める予定で

ある。 

 

    

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 

本事業の実施地域はコロナ禍の深刻な影響を受けており、当初計画していた様々

な取り組みの実施が困難な状況が長く続いた。ファンドレイジングの体制づくり

という大きな課題もある。しかしながら事務所の開設に始まり、この困難な状況

下においても当初計画外の取り組みを法人の常勤職員が中心となるなかで精力的

に進展してきたことは高く評価できる。今後にさらなる展開に向けて、成果目標

および実施計画の全面的な見直しが必要であるが、ここまでの対応を鑑みるに適

切な改善と効果的な事業実施が見込まれる。 
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添付資料 

3.活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

 

 

 

 

 


