
1 

 

2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： 2021 年 9 月 27 日 

● 事 業 名 ： 教育と仕事をつなげる愛知モデル構築プロジェクト  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人日本国際交流センター 

● 実 行 団 体 ： 一般社団法人 DiVE.tv 

● 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 ： þ 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、愛知県における外国ルーツ

青少年の属性の違いによる実

態や課題を把握し、発信や協議

をする機会を持つ 

①調査報告書の配布部数 

②活動掲載ウェブサイトの

アクセス数 

③シンポジウムの参加人数 

① 50 冊 

② 500 回以上 

③ 100 人以上 

2023/3/1 ①  40 冊（80%） 

② 9 月 15 日にアナリティクス

を設定 

③ 未開催 

2 

2、外国ルーツ青少年向けの情

報窓口が開設され、青少年が必

要とするキャリア関連情報が

提供される。 

①進路・キャリア情報記事

数 

②キャリアに関するインタ

ビュー記事数 

③ビデオコンテンツの配信

回数  

① 延べ 50 以上 

② 延べ 30 以上 

③ 延べ 60 以上 

2023/3/1 ① 17（準備中） 

② ３（未公開であるが作成済） 

③ １ 

＊コンテンツ・記事について

は、企画・準備がほぼ完了して

おり、アウトプットの目標値の

達成が見込まれるため、「２」と

2 
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判断 

3、愛知県において、13〜18 歳

の外国ルーツ青少年に、教育や

進路について悩んだ時に相談

できる窓口の存在が認知され

る 

①外国ルーツ青少年からの

相談件数 

②ケーススタディ会議の開

催数 

① 年間 30 件以上 

② 年間 10 回以上 

2023/3/1 ① 9 件 

② 5 回 

＊活動開始後の途中経過を踏

まえて、最終年度には目標値の

達成が見込まれるため「２」と

判断 

2 

4、愛知県において、13〜18 歳

の外国ルーツ青少年がいつで

も参加できる活動の場が形成・

運営される 

①外国ルーツ青少年を対象

としたクラブ活動の定期開

催拠点数 

②各拠点におけるクラブ活

動の開催数 

③参加者数 

① 2 ヶ所以上 

② 年間 35 回以上 

③ 年間 30 人以上 

2023/3/1 ① １ヶ所 

② 20 回 

③ 8 人 

2 

5、愛知県において、外国ルーツ

青少年が多様な社会人の話を

聞く機会を得られる 

①社会人協力者および企業

の数 

②社会人協力者および企業

の業種数 

① 延 べ 10 人 以

上、3 社 

② 5 業種以上 

2023/3/1 ① 2 人＋1 社 

② ３業種 

2 

6、外国ルーツ青少年に対する

キャリア教育講座が開設され

る。 

① 協力関係にある学校数 

② キャリア教育講座の開

催数、参加者数 

① 5 校以上 

② 年間 5 回、100

人以上 

2023/3/1 ① １校 

② 4 回、合計 41 人 

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 
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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 

学校の事情に合わせてワークショップの開催日を変更したり、教室の換気や消毒を徹底したりと柔軟に対応した 

 

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 文献調査、報告書作成  一般社団法人 DiVE.tv 代表理事 

外部 インタビュー実施  一般社団法人 DiVE.tv 社員 

外部 事業評価、ディスカッション司会  株式会社ドリームエージェント 代表 

外部 データ集計、文献調査のアドバイス  大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程 

外部 各活動の評価・アドバイス  愛知淑徳大学 教授 

 

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 

① ネットワークメン

バーの登録人数 

② 定期的な勉強会に

参加する人の数 

① 50 人以上 

② 10 人以上 

2023/3/1 ① 96 人 

② 35 人（8 月開催時点） 

多文化共生に関する活動を行っている NPO だけでなく、

公的機関で働く人の関心やニーズも非常に大きいことが

分かった。 

①ターゲット層への戦

略伝達の程度（アクセ

ス数・「いいね」数・

①  ターゲット層の属性や情報

伝達手段が把握できている 

 

2023/3/1 ① ターゲット層にリーチしやすい情報伝達媒体として

Instagram と Facebook グループを設定したが、属性

の把握には至っていない。ただし、属性に関わるデー
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リツーイト数等におけ

る属性分

析）                                        

②キャリア講座・イベ

ント参加者のキャリア

に対する意識・行動の

変

化                    

 

②  参加前後のアンケート調査

においてキャリアに対する意

識・行動に変化があったと答

える人の割合が 70%以上 

タ収集をするための方針決め、リスト化、収集方法の

決定、作業体制の決定（全体の 20%を占める作業）は

すでに行っている。 

② 未実施（キャリア講座はコロナの影響でまだ終了し

ていないため、意識変化に関する質問はまだ行って

いない。なお、参考として、現段階では、クラブ活動

の参加者アンケートの結果として、「常に勉強し、コ

ミュニケーションをとり、新しいことを学ぶことが

どれほど大切かを理解しました」等の意見があった

ことを踏まえると、キャリアに対する意識は、高校在

学中の生徒よりも卒業後にアルバイト等をしている

若者において変化があったと答える人の割合が高そ

うである）。 

活動の参加前後のアン

ケート調査において、

自己に対する意識にプ

ラスの変化があったと

答える人の割合 

70%以上 2023/3/1 活動に参加した者 7 人ののうち 6 名がアンケートに回答

し、そのうち 5 名（83%）が自己に対する意識に、「人生

は経験により形作られる等を理解でき、自分に対して自

信をもつことができた」「自分のコミュニケーション力が

大幅に改善された」などプラスの変化があったと回答。

（活動に参加した者 7 人のうち 5 名が自己に対する意識

にプラスの変化があったと回答しているが、変化させる

ことが可能かどうかの分析はまだ行っていない） 

 

①相談案件を公的支援 ① 年間 5 件以上 2023/3/1 ① 0 件 
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につなげ課題解決に至

った案件の

数                               

②地方公共団体の担当

部署・者との協議の回

数 

③ 年間 10 回以上 ② 0 回（今後、2021 年度中に意見交換などを行いなが

ら、連携体制を築き、2022 年度には、必要な案件が

あれば、正式に協議を行っていく） 

活動に協力した企業に

対するアンケート調査

において、外国ルーツ

青少年への理解と認識

にプラスの変化があっ

たと答える企業担当者

の割合 

70%以上 2023/3/1 現段階では、協力企業/個人数が少ないため、企業に対す

るアンケート調査は未実施（外国ルーツ青少年の存在す

ら知らなかった企業が彼らを労働力としての認識するよ

うになることや、その他の在留資格（技能実習や高度人

材など）との違いを正しく理解し、教育的観点も踏まえ

て長期雇用の対象だと企業が認識するようになること等

を問うアンケート調査を検討中） 

 

 

 

④  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 

 þ 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 

これまで各アウトカムの目標達成に向けた下準備を

行い、ほぼ順調に進捗している。後半の期間で、それ

らを見える化させられれば、各アウトカムは計画通り

達成できると考える。 
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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 

おおむね計画通りに

実施できている 

〈調査結果〉 

事業に関わっている職員６人でディスカッションを行った。また外

部アドバイザーにヒアリングを行った。その結果、活動内容はおお

むね計画通りに実施できていると合意できた。（別紙 1,7,8 を参照） 

〈考察〉 

「情報発信のためのコンテンツ制作」には遅れが生じているが、外

部アドバイザーから「長期的視点に立てば当事者目線のコンテンツ

配信は欠かせず、そのための人材育成には時間をかけて然るべき」

と評価を得ているように、制作と当事者スタッフの育成を同時に行

う体制に変更した方が結果的に効率的かつ効果的であると判断した

結果である。また制作プロセスは順調に進捗しているため、下期に

おいては当初計画した以上の配信回数になることが見込まれる。 

「しごと見学」や「ワークショップ」はコロナの影響を受け多少の

遅れが生じているが、下期において達成見込みであるため計画を逸

脱するものではない。 

その他６つの活動は計画通り実施できているため、「おおむね計画通

り」と合意するに至った。 

支援対象者のニーズに即

した活動が行われている

か 

ほぼ支援対象者のニ

ーズに即した活動が

行われている 

〈調査結果〉 

① クラブ活動に参加した７人に対してアンケート調査を行い、６

人(86%)から回答を得た。その結果、全ての回答者が「この活動

は、あなたにとって価値がありますか」という質問に YES と答
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えた。（別紙 2） 

② ブラジル学校でワークショップに参加した生徒 25 人に対してア

ンケート調査を実施し、18 人(72%)から回答を得た。その結果、

満足度を問う質問において 80 点以上と答えた生徒が 14 人おり、

全体の 78%に達した。平均点は 82 点であった。（別紙 3） 

〈考察〉 

実施内容や方法を参加者が自ら決めて実施したクラブ活動におい

て、全ての参加者が高い満足度（クラブ活動とワークショップの参

加者のうちほぼ 8 割が肯定的な評価）を示したことは意義深い。一

方ワークショップにおいては、実施内容や方法を主催者が決めた上

で行ったため、満足度に差が生じた。参加者の多様なニーズに全て

応えることは難しいが、オンラインも合わせて工夫できる余地はあ

るため、今後も当事者ニーズを丁寧に拾い続ける必要がある。 

ネットワーク作りに向け

た勉強会の内容は支援関

係者のニーズに合致し、十

分に理解されたか 

勉強会参加者から得

られたフィードバッ

クが想定より少ない

ものの、勉強会内容に

ついては肯定的な意

見が得られた。今後は

参加者からのフィー

ドバックを増やす工

夫をし、ネットワーク

の継続を図る。 

〈調査結果〉 

アンケート調査を実施し、ネットワーク参加者の 18％から（97 人の

うち 18 人）から回答が得られた。10 回中 8 回の勉強会の内容に対

し、６割以上の人が「大変興味があった」と評価した。なお、回答

者全員からネットワーク形成が重要であると回答し、「自団体だけで

はスキル―アップが難しいので、定期的な勉強家があることは非常

に役に立った」とのコメントも得られた。 

〈考察〉 

限られたデータではあるが、定期的な勉強会の実施や、その内容に

ついて肯定的な評価が得られ、支援者間の情報共有を目的とするネ
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ットワーク作りとしての役割を担っているといえる。しかし、今回

の調査結果は、期限内に得られた回答を基にしたが、回答者数は極

めて低かった。そのため、残りの参加者の回答についても分析し、

勉強会の内容が参加者のニーズに合致し、十分に理解されているか

について明らかにする必要がある。 

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発見

や課題意識はあったか 

事業ごとに新たな希

望や課題の発見があ

り、活動の意義を見出

せている 

〈調査結果〉 

事業に関わっている職員６人で活動内容についてディスカッション

を行った。また外部アドバイザーにヒアリングを行った。その結果、

外部アドバイザーから「全てのプロセスにおいて当事者と対話し、

かつ当事者が主体的に事業を実施できる体制および環境をつくろう

としている」と評価されたように、当事者主体の活動であることが

本事業の最も大きな特徴であり、愛知モデルの核となる得る要素で

あることを発見できた。一方、職員間でのディスカッションでは、

当事者スタッフの育成やクラブ活動・相談支援等での主体性の引き

出し方が今後の課題として挙げられた。（別紙 1,7 を参照） 

〈考察〉 

活動の主な対象をブラジル学校に絞ったことによって、その卒業生

をスタッフに起用し、主体的に活動を設計および実施していく土台

を築くことができた。また、学校内活動（ワークショップ）から相

談支援、学校外活動（クラブ活動）へつなげていく連続性を見出せ

たことも大きな発見だった。一方、情報コンテンツの制作やワーク

ショップの企画運営など、マネジメント業務も当事者スタッフで行

えるようにするには一定の人材育成期間が必要である。また必要な
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会議や研修を行う際は、各自の理解度を確認しながら多言語で行う

必要があり、コミュニケーションにこれまで以上の時間がかかるこ

とが課題である。 

関係者（学校、企業など）

における変化や新たなニ

ーズはあるか 

本事業による変化は

特にないが、今後協働

できる可能性は大い

にあるといえる。関係

者と課題認識および

協働の必要性につい

ては合意できている。 

〈調査結果〉 

企業関係者、ブラジル学校関係者、外部アドバイザーに対し、関係

者における変化や新たなニーズについてヒアリングを行った。その

結果、各関係者とも、それぞれの立場でできることには限界があり、

外国ルーツの高校生世代への支援について懸念をしているという点

で共通した。また、本事業において協力関係にあるブラジル学校に

ついては、本事業による学校関係者の意識の変化は特にないという

結果であり、その変化は見受けられなかった。（別紙５,7 を参照） 

〈考察〉 

外国ルーツの高校生世代への支援へのニーズは共通してあるため、

今後も長期的にブラジル学校に関わっていくことで関係者における

変化が生まれる可能性は大いにある。また企業や教育委員会とも、

今後長期的な視点で情報共有等を図っていくことが重要であり、そ

のための関係性は十分できているといえる。 

モデル提示に向けた活動

の経験、知見の蓄積のため

の記録・データ等の収集、

分析は適切に行われてい

るか 

アンケート等による

評価記録は適切に行

われていると評価す

る。今後は、記録をも

とにしたモデル化を

する必要がある。 

〈調査結果〉 

事業に関わっている職員６人でディスカッションを行った。また外

部アドバイザーにヒアリングを行った。その結果、職員に対するデ

ィスカッションでは、これまでに制作した教材やカウンセリング記

録は適切に蓄積されていることが確認された。アドバイザーに対す

るヒアリングでは、アンケート等による評価記録はできているが、
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各事業のモデル化が今後の課題であることが確認された。よって、

アンケート等による評価記録は適切に行われていると評価された。

（別紙 1,7 を参照） 

〈考察〉 

アンケート等の評価記録は適切であると評価されたが、今後の課題

として、活動ごとに複数のケースを記録し、普遍性や客観性を分析

した上でモデル化する必要がある。そのためのケース記録は、複数

のスタッフと翻訳も踏まえながら蓄積していく必要があるため、現

在使用している記録アプリを見直し、より良いプラットフォームを

構築することが重要である。 

キャリア教育に関する他

団体の活動で類似のもの

や参考となるものはない

か 

キャリア教育につい

て現存の事例を参考

にし、基本的・一般的

な考え方を把握でき

ているとともに、日本

のブラジル学校の生

徒に適したキャリア

教育におけるポイン

トを明確化した。 

〈調査結果〉 

インターネットにて文献調査を行った。その結果、日本の公立学校

で行われているキャリア教育の事例を参考にすることができ、外国

ルーツ青年を対象にした場合との比較検討を行うことができた。一

方で、大学進学を前提とした上述のキャリア教育の事例と、本事業

が対象とするブラジル人学校の生徒に対するキャリア教育とでは、

その前提や方法論における差異があるため、既存の文献は必ずしも

参考にならないことが明らかになった。（別紙６を参照） 

〈考察〉 

文献のほとんどは日本の公立学校で行われている事例であり、大学

進学が前提となった積み上げ式のモデルであるため、本事業の改善

に直接結びつくものではなかった。ただ、その前提や方法論の差異

を理解することによって、ブラジル学校の生徒に適したキャリア教
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育のあり方をより具体的に検討することができた。すなわち、既存

のキャリア教育やキャリアカウンセリング関係者との連携を図る前

に、本事業で取り組んでいる基本情報の整理と発信が欠かせないと

いうことを再認識できた。また、アメリカの事例報告に見られるよ

うに、スクールカウンセラーの役割は国によって違うことから、特

にブラジル学校においては本国の教育事情をより深く把握する必要

があると感じた。同時に、欧米におけるキャリア教育の実践やシス

テムも調査し、参考にしたい。 

関係団体・支援者間におい

てネットワークが形成さ

れ、知見・ノウハウが共有

できているか 

現段階ではネットワ

ークにより知見・ノウ

ハウが十分共有でき

ているとはいえない。

今後ネットワークの

あり方を見直す必要

がある。 

〈調査結果〉 

ネットワークに参加している支援者 97 人に対してアンケート調査

を行い、18 人( 18%)から回答を得た。その結果、ネットワーク形成

について、「ややできている」と回答した人は 45%(5 人)だった。（別

紙 4 を参照） 

〈考察〉 

ネットワーク形成について、アンケート結果では「ややできている」

と回答した人は過半数には満たなかった。その理由として、（特に前

半は）オンライン設定がうまくできていなかった・記録ビデオを共

有するタイミングが遅かった・次回開催日を知らせるタイミングが

遅かった等が考えられる。ネットワークの存在価値については、全

ての人が「重要だと思う」と回答しているため、その運営方法を改

善する必要があるといえる。 
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組織基盤強化・

環境整備 

事業実施体制において問

題はないか 

現段階ではスタッフ

の入れ替わりにより

体制が安定している

とはいえないが、その

都度タスク管理や人

事評価等を改善して

体制を整えている 

〈調査結果〉 

事業アドバイザーに対してインタビューを行った。その結果、事業

実施体制において現段階で問題はないと合意できた。一方で、「代表

者の指導負担が大きく、活動の進捗にやや遅れが生じていた。今後

は、ブラジル学校の事情に詳しいブラジル人スタッフを常勤雇用し、

指導体制を改めることによって、各事業の実施が効率化されること

を期待」されることも指摘された（別紙７を参照） 

〈考察〉 

代表者の指導負担の軽減と当事者のニーズに即した活動を企画・進

行するため、ブラジル学校の卒業生を積極的に採用し、活動の質お

よび効率の高い体制を整えている。また、人材育成に関して理事の

関与を増やすことによって、代表者の負担を軽減している。タスク

管理や人事評価、会計システム、IT 活用等については外部の専門家

に相談し、必要に応じて改善できている。 

事業担当者の働き方に問

題はないか。また、チーム

ビルディングはうまくで

きているか 

事業担当者の働き方

およびチームビルデ

ィングについて、良好

であると合意してい

る 

〈調査結果〉 

事業に関わっている職員６人でワークショップを行った。その結果、

自分たちのミッションは「様々なつながりを生み出す」という点で

一致し、また各自の役割も適切に把握されていたことから、働き方、

チームビルディングについて良好であると合意できた。（別紙 9 を参

照） 

〈考察〉 

事業担当者は常勤か非常勤かに関わらず、それぞれが同じ方向性で

事業の目的と意義を共有できていた。各自の役割も正しく認識して
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おり、チームの状態は問題ないといえる。 

 

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 

 事例：ブラジル学校を卒業した A 君は、毎日家でゲームをしながら過ごしていたが、本事業のクラブ活動に誘われ、「ずっと家にいるより

はマシ」と定期的に参加するようになった。代表者の牧野と雑談をする中で、「もし大学に行けたら広報デザインの勉強がしたい」とつぶや

いたため、クラブ活動とは別に、本事業のデザインに関する作業をアルバイトとしてお願いすることにした。そして、作業するために必要な

パソコンを支給し、デザインソフトのアカウントと基本的な操作方法を教えた。すると A 君は自らそのソフトの講座を探して受講し、毎日勉

強と練習を重ねてみるみるデザインのスキルが向上した。クラブ活動にもより積極的に参加するようになり、他のメンバーがつくったイラス

トをデジタル化するなどデザインスキルを活かしている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

クラブ活動について、事前評価時には絵画やダンスなど趣味を活かせる内容を想定し、その必要性を学校関係者へのヒアリング調査等

でも確認していたが、継続的に関係者や当事者と対話を重ねる中で、学校外での活動に参加者を募るためには塾や習い事と同等の学び

や価値がなければいけないという理由から、より現実的な内容を模索するようになった。その結果、学校外でのクラブ活動は、単なる

趣味の延長ではなく、参加者の成長に直接つながる（かつそれが実感できる）内容であった方がよいと思い至り、アパレルビジネスを

立ち上げるという活動になった（同活動の目的は、T シャツ等の販売体験を通して日本社会を知り、同時に小売ビジネスの知識も身に

つけることであった）。それによって、各チームメンバーのスキルおよびモチベーションが高まり、参加者の継続的な参加を促すことが

でき、それまで懸念していた出席率の維持を達成することができた。また、当団体のスタッフとして他の活動にも参画するようになっ

たことは想定外の成果だといえる。本事業におけるアパレルビジネスのクラブ活動は終了したが、引き続き自主事業として発展させ、

商品づくり等の二次的なクラブ活動を生み出せる可能性も秘めている。 
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④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 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 

 þ 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 

 þ 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 

 þ 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 

 

 

 

 

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） 

 

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 

þ 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 

中間評価を実施したことにより、これまでの活動を客観的に整理し、アウトプッ

トからアウトカムにつなげる道筋を改めて認識することができた。 

活動を進める中で支援対象者のニーズをより詳しく把握することができ、それに

よって柔軟に計画を変更する必要性も生じてきたため、事前評価時に描いたロジ

ックモデルを再度見直しながら、後半の事業実施期間に取り組むべき活動計画を

練り直したい。 
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  写真②：ビジネスマナーを学ぶワークショップ   写真③：情報発信のためのコンテンツ制作 

 

 

 

 

 


