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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 ２２日 

●事業名 ： 子どもの未来のための協働促進助成事業～不条理の連鎖を癒し、皆が共に生きる地域エコシステムの共創～  

● 資金分配団体 ： NPO 法人エティック 

● 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 

【資金支援】 

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採択地域の子どもの支

援者（家族・関連組織・

市民等）のネットワーク

が形成 

①ネットワークされている

支援者の数（必要な支援者

が含まれているか） 

②ネットワークされている

支援者の質（信頼関係等） 

 

①②実行団体が確定してから設定 

→①各地域・領域における必要な

支援者がネットワークに参画され

ている 

→②ネットワークに参画している

支援者による協働のプラットフォ

ームが創出され、信頼関係が構築

されている 

 

2021/03/

01 

実行団体間で差はある

が、地域内の重要なス

テ ー ク ホ ル ダ ー （ 官

民）へのリーチや巻き

込みが展開された。官

民共同で協働のプラッ

トフォームに着手した

ところもあれば、民間

ネットワークに留まっ

ているところ、インフ

ォーマルな関係性に留

ま っ て い る と こ ろ な

2 
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ど、実行団体のキャパ

シティによって差が見

られる。 

②子どもの課題に関する

共通理解や意識の変化が

進む 

①定量・定性データに基づ

き、課題の構造が適切に理

解できているかどうか（調

査レポートの有無、理解度

など） 

②課題の構造について、異

なる立場の支援者間で共有

されているか 

 

①定量・定性データに基づき、課

題の構造が適切に理解できている

状態（当初は完璧でなくとも、適

切な仮説の把握であれば良い） 

②課題の構造について、異なる立

場の支援者間で共有されている状

態 

 

 

2022/03/

01 

ほ と ん ど の 実 行 団 体

で、独自の調査などを

行っている、または調

査を計画している段階

にある。調査が済んだ

団体においては、必要

なステークホルダーに

向けた情報共有や発信

を行っている。 

2 

③子どもの課題の解決に

向けた共通ビジョンの形

成 

①子どもの課題の解決に向

けた有効・適切なビジョン

が存在するかどうか 

②ビジョンが関係者間で共

有されているかどうか 

 

①子どもの課題の解決に向けた有

効・適切なビジョンが存在する 

②ビジョンが関係者間で共有され

て、オーナーシップが育まれてい

る 

 

 

2022/03/

01 

ネットワークの成熟度

合いによって差がある

が、ほとんどの実行団

体がステークホルダー

間の対話を通じて、ビ

ジョンの言語化とオー

ナーシップの醸成プロ

セスの最中にある。 

2 

④子どもの課題の解決の

進捗をモニタリングする

ため適切な測定指標の合

意と、モニタリングの実

①課題認識や共通ビジョン

を踏まえた適切な測定指標

の合意 

②モニタリングのための仕

①課題認識や共通ビジョンを踏ま

え適切な測定指標が合意されてい

る 

②モニタリングのための仕組みが

2022/03/

01 

一部の実行団体におい

ては、適切なモニタリ

ングのための仕組み構

築に向けた動きが見ら

2 
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施 

 

組みの構築 

③指標の達成に対する責任

の 共 有 （ Shared 

Accountability） 

構築されている 

③指標の達成に対する責任が共有

されている 

 

れている。 

⑤協働プロセスにおける

PDCA サイクル： 評価・

学習が行われ、それぞれ

の活動が適切に調整・見

直しされ、必要な連携が

起きる状態 

①共通ビジョンや測定指標

に基づく評価・学習が適切

なタイミングで行われてい

るかどうか 

②それぞれの活動が適切に

調整・見直しされ、必要な

新しい取り組みや連携が計

画・合意されているかどう

か 

 

①共通ビジョンや測定指標に基づ

く評価・学習が適切なタイミング

で行われている 

②それぞれの活動が適切に調整・

見直しされ、必要な新しい取り組

みや連携が起きている 

 

2023/03/

01 

多くの実行団体が、ネ

ットワークによる共通

ビジョンの構築と関連

する取り組みの計画・

実行に着手した段階。

ネットワークを通じた

取り組みの学習・改善

プロセスは、後半に見

られることを期待。 

3 

⑥深刻で不条理な状況に

いる子どもにとって好ま

しい変化をもたらすよう

に、既存の活動の改善や

新しい活動への取り組み

がなされている 

 

'実行団体が確定し、事前評

価（や中間評価）を経て設

定 

→① 学 習 プ ロ セ ス を 通 じ

て、新たに始まった取り組

みがあるかどうか 

→② 学 習 プ ロ セ ス を 通 じ

て、既存の活動に何らかの

改善が見られたかどうか 

 

'実行団体が確定し、事前評価（や

中間評価）を経て把握 

→①新たなサービスが開発・展開

されている 

→②既存の活動が何らかの形で改

善・見直されている 

 

 

2023/03/

01 

多くの実行団体で、何

らかの新しいサービス

や取り組みが始まって

いる。事業終了時まで

の改善・改良を期待。 

2 
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【非資金的支援】 

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「チェンジ・エージェント機

能 （主に実行団体が担う。適宜

他の協働主体も含む）」と資金

分配団体のコミュニケーション

が深まる 

①常時あるいは定期

的なコミュニケーシ

ョンがある実行団体

の数 

②常時あるいは定期

的なコミュニケーシ

ョンの質 

 

①②実行団体が確定してから設定 

→①定期面談や現地訪問などを通

じたコミュニケーションが行われ

ている 

→②定期面談や現地訪問などで、

事業進捗と共に、地域エコシステ

ム醸成に向けた実行団体の課題が

取り扱われている 

2021/03/

01 

各実行団体との定期面

談や、コロナの状況を

鑑みながら現地視察な

どを行っている。実行

団体の伴走における注

力ポイントについて双

方で合意し、定期面談

を通じて壁打ちなどを

行っている。一部の実

行団体については組織

基盤が脆弱なところも

あるが、エコシステム

醸成を着実に促せるよ

うな関わり・伴走戦略

を検討している。 

2 

②「チェンジ・エージェント機

能 （主に実行団体が担う。適宜

他の協働主体も含む）」に対し

て必要なサポートが提供される 

研修会の実施や助言

の回数等、実行団体

に対して行ったサポ

ートの回数および質

（ニーズに沿った適

実行団体が確定してから設定 

→実行団体の事業進捗度合いやニ

ーズに応じて、必要なインプット

（知識、ノウハウ、ネットワーク

等）が提供されている 

2021/03/

01 

実行団体が持つ知見も

活かしながら、相互に

学びを深めるための交

流会やフィードバック

会を開催した。全実行

1 
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切な内容だったか） 

 

団体やそのアライアン

スメンバーも対象に、

外部有識者を招へいし

て子どもの権利に関す

る 勉 強 会 も 開 催 予 定

（2021 年 12 月） 

③「チェンジ・エージェント機

能 （主に実行団体が担う。適宜

他の協働主体も含む）」が本事

業終了後も持続・発展していく

ための資金調達面でのサポート

が提供される 

助言の回数やネット

ワークの紹介等、実

行団体に対して行っ

たサポートの回数お

よび質（ニーズに沿

った適切な内容だっ

たか） 

 

実行団体が確定してから設定 

→実行団体の個別の課題や状況に

応じて、必要なインプット（情

報、ノウハウ、ネットワーク等）

が提供されている 

2023/03/

01 

各実行団体の事業終了

後の継続性のために、

どのようなシナリオが

有効か伴走チームで検

討を行っている。必要

な実行団体や個別のニ

ーズによっては、ファ

ンドレイザーなどの有

識者につなげるなどの

アクションをとってい

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 

1.達成の見込み 

2.アウトカムの状況 
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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 ☐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 

対面での打ち合わせや視察等は、先方の地域の状況や意向をふまえ設定・または直前でもリスケジュールを行った。 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

・なし 

 

2.広報制作物等 

 ・DRIVE メディア（自社メディア）での実行団体やコレクティブインパクトに関する特集ページ（9 月） 

 「子どもの未来に向けたコレクティブインパクトの実践（DRIVE メディア）」 

 

 ・上記特集ページ内での実行団体３つのインタビュー記事（9 月） 

 ①まちづくりや子ども支援の分野から拓く横断型子ども福祉のコレクティブインパクト。 

  ～自然治癒力の高い地域を目指して～（NPO 法人岡山 NPO センター） 

 ②誰もがなりうる「孤育て」を減らす。千葉県松戸市で進む、「達成したい未来」を共有した街ぐるみの連携（NPO 法人 MamaCcan） 

 ③セクターを超えた協働で「子どものヘルプ信号」をキャッチする～つくば市と NPO 法人 Learning for All の協働～ 

 

 3.報告書等 

 ・なし  

https://drive.media/special/31022
https://drive.media/posts/31024
https://drive.media/posts/31024
https://drive.media/posts/31012
https://drive.media/posts/30890
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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 

内部 進捗報告  NPO 法人エティック 

内部 進捗報告  NPO 法人エティック 

内部 中間評価報告  NPO 法人かものはしプロジェクト 

 

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 

【資金支援】 

指標 目標値 

 

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  

採択地域における 

①子どもの支援者（家族・関連組織・

市民等）のネットワークが質の面・量

の面の双方から十分に形成されている

かどうか。 

②子どもの支援者（家族・関連組織・

市民等）のネットワークにおける課題

に関する共通理解の形成や意識の変化 

 

①量的には取り組む課題ごとに必要な支援者が

つながっている状態。質的には課題解決に向け

て効果的に対話・連携できる関係の質がある

（時に健全なコンフリクトが起きる） 

②一定のデータや調査結果に基づき、異なる立

場の支援者が共通の課題理解（全体認識）を有

している状態 

 

2023/03/

01 

①NPO 中心・一部行政の支援者

が参画するネットワークを形成し

つつある。担当者レベルでの相互

理解やリファーが発生している。 

②共通の課題理解が形成される途

中にある。当事者の声や支援者の

現状を中心に共通理解の形成に取

り組む団体、これから課題に関す

る白書に取り組む団体など様々。 
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採択地域における 

①子どもの課題の解決に向けた有効・

適切な共通ビジョンが存在するかどう

か 

②子どもの課題の解決に向けて鍵とな

る測定指標が合意され、モニタリング

されているかどうか 

③共通ビジョンや測定指標に基づく評

価・学習が適切なタイミングで行わ

れ、それぞれの活動が適切に調整・見

直しされ、必要な新しい取り組みや連

携が起きているかどうか 

①取り組む解決に向けた有効・適切な共通ビジ

ョンが存在する 

②取り組む課題の解決に向けて鍵となる測定指

標が合意され、モニタリングされている 

③共通ビジョンや測定指標に基づく評価・学習

が適切なタイミングで行われ、それぞれの活動

が適切に調整・見直しされ、必要な新しい取り

組みや連携が起きている 

 

 

2023/03/

01 

ビジョンや指標の策定・合意はま

だ行われておらず、その前段階の

準備をしている。 

各団体に、この点に関しての意欲

や問題意識はある。 

【子どもの変化】 

協働プロセスが進んだ結果、深刻で不

条理な状況にいる子どもにとって好ま

しい変化が生まれている 

子どもや家族を孤立させない、多様な支援者

に・主体よる地域エコシステムが形成され、虐

待や貧困による不条理が予防される。または早

期発見と即座の支援がなされている。 

2023/03/

01 

まだ初期アウトカムと言えるが、

支援者同士の連携によって子ども

や家族の不条理が緩和される事例

は生まれつつある。 

【非資金的支援】 

指標 目標状態 

 

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  

協働プロセスの推進に必要な能力や資

源、地域内における立ち位置を備えた

チェンジ・エージェント機能*（実行団

体が中心に担う）の確立 

*例）必要な関係者を招集し参画を促進

地域内に必要なチェンジエージェント機能が確

立し始めている（必要な能力や資源の確保、地

域内における適切な立ち位置の確保） 

 

 

2023/03/

01 

ステークホルダーの招集と信頼構

築（地域円卓会議等）を進め、ま

たリソースの確保・共有（基金の

立ち上げ、地域外専門家との人脈

等）を行うことで地域内のチェン
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する、関係者間の信頼構築に取り組

む、課題共有や共有ビジョン形成のプ

ロセスをガイドする、合同での戦略・

計画策定をガイドする、アドボカシー

や調査・評価等の専門機能を担う 

 

ジエージェントとして存在感を高

めつつある。 

同時に、これまで中間支援的な立

場からステークホルダーの関係性

をファシリテートしていた組織

も、現場レベルでの新たな立ち位

置や関係性の構築に挑戦するな

ど、ネットワーク内の多様性の増

幅が見られる。 

チェンジエージェント内のリーダ

ーシップの開発に力を入れて取り

組んでいる団体も多い。 

①チェンジエージェント機能（主に実

行団体）の現在の財務状況 

②チェンジエージェント機能（主に実

行団体）を資金的に支えるステークホ

ルダーの数（行政、企業、市民等）お

よび必要な資金の継続的調達の見通し 

 

①資金計画で示された自己資金の調達状況 

②継続的に調達できる財源の種類および金額 

 

2023/03/

01 

①コロナの影響もあり調達が不調

の団体が複数。一方で行政や民間

企業からの調達、市民財団の立ち

上げを進めている団体も複数あ

る。 

②継続的なファンドレイジング計

画の策定に入りつつある。 
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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 

実行団体の事業を通して資金分配団

体が最終的（事業終了時）に達成し

たいアウトカムは達成されたか 

（定量データの分析） 

（定性データの分析） 

地域エコシステム形成およびチェンジエ

ージェントの成熟度について、定期的に

アセスメント（定量化）と事例や所感

（定性データ）分析を行っている。 

現在は地域エコシステムでの課題認識の

共有や、チェンジエージェントのリーダ

ーシップの開発に取り組んでいる段階に

ある。 

どの団体も着実に段階を踏んでいるが、進捗度合いは

それぞれ異なる。次の段階に移行しつつある団体で

は、行政とのさらなるパートナーシップ開拓等がテー

マになりつつある。 

 

 

 

 

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 

どの実行団体も、計画上のアウトカムを達成する見

込みがある。一方で、継続的に効果する地域エコシ

ステムを形成するためには、さらなるストレッチが

必要であるため、今後の支援において各団体の重点

テーマを定めて積極的に関与していく。 
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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 

・活動内容は計画通りに

実施されているか 

・実行団体による活動は

計画通りに実施されてい

るか 

・実行団体による新型コ

ロナウィルス対応緊急支

援助成における活動は計

画通りに実施されている

か 

適切に実施されてい

る。 

計画上の活動の実施状況は多くの場合で順調に進捗している。一部

遅れがある活動についても、今後の課題等が明確になっている。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

・事業を通してより良い

アイデアや他事例に転用

可能なノウハウが生まれ

たか 

・資金分配団体は実行団

体 の 活 動 に 学 ぶ と と も

に、その知見を集約・分

析し、広く共有できるよ

うに整理・蓄積している

・その兆しが見えて

いる。 

・コロナの影響を受

けて試行錯誤しなが

らも順調に実施して

いる。 

・生まれている。 

・子どもの不条理に特化した基金の設立、結婚・出産以前から家族

設計やライフプランを考えるワークブックの制作など、転用の効果

が高そうな事業が生まれつつある。 

・実行団体相互の学び合いのワークショップや、取材および資金分

配団体メディアへの掲載など、知見の蓄積・共有を行っている。 

・コロナの影響で孤立しやすい子どもにアウトリーチするための駄

菓子屋キッチンカーやオンライン学童など、転用可能と思われるア

イデアが生まれ、実践されている。 
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か 

・コロナ助成の申請事業

を通して、より良いアイ

デアや他事例に転用可能

なノウハウが生まれたか

  

組織基盤強化・

環境整備 

・総合的な判断として、

実行団体（チェンジエー

ジェント）の組織基盤は

どの側面でどの程度強化

されたか。それは何のた

めによるものと考えられ

るか 

・総合的な判断として、

地域の協働プロセスはど

の側面でどの程度強化さ

れたか。それは何のため

によるものと考えられる

か 

・包括的支援事業の在り

方に関する知見や経験を

蓄積する体制を整備して

いるか 

 

・リーダーシップ、

特に複数の役割・タ

レントからなるシェ

アードリーダーシッ

プの開発を促進する

面で強化されつつあ

る。 

・官民を横断した担

当者レベルの相互理

解・リファー等が強

化されつつある。 

・ 多 層 的 に 学 び 合

い・相互フィードバ

ックの機会をつくっ

ている。 

・地域エコシステムを支えるチェンジエージェントに求められるリ

ーダーシップとは、単独で強力なリーダー像というよりは、複数の

役割・タレントの相乗効果が必要であると考えている。そのため

に、複数名のリーダーシップの開発や、相互の信頼構築のサポー

ト、コンフリクトを取り扱うためのコンピテンシー開発などを行っ

ている。 

・子どもの不条理をテーマとして、広くフラットに対話のテーブル

につき、それぞれの状況や感情を共有することで、まずは担当者レ

ベルでの連携が進んでいる。 

・実行団体同士の学び合い・相互フィードバックを通して、地域は

異なっても取り組むテーマの類似性から知見を効果的に共有できて

いる。また、資金分配団体による伴走支援にもスーパーバイザーや

相互フィードバックの仕組みをつくっており、効果的に機能してい

る。 
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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 

資金分配団体の伴走支援コーディネーターと、実行団体との担当者との間で、丁寧に信頼関係を積み重ねていることが大きい。それ

によって、リーダーシップ開発やリーダー同士の関係性にも踏み込んで提案・議論できている。 

 

 

 

3 事前評価時には想定していなかった成果 

まだ想定外と言えるほどの成果はない。 

 

 

 

 

 

 

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 

 ☒  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 
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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 

中間評価の結果を踏まえて、当初計画からのさらなるストレッチが必要であると

いう認識を共有している。そのためには各実行団体への画一的な支援というより

は、個別にテーマをしぼりこんで設定したアクションがあるべきである。近日中

に、そのテーマ設定のための議論を行う予定がある。 

 


