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年度末報告書（資⾦分配団体） 
● 提 出 ⽇ ：2022 年 5 ⽉ 6 ⽇ 
● 事 業 名 ：困難を抱える⼦ども若者の孤⽴解消と育成  
● 資⾦分配団体 ：⼀般財団法⼈ちくご川コミュニティ財団 
 
 

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
＊ 

 

1-1．卒業⽣に⻑期的で
個別的なケアとサポー
トができている 
 
1-2．在籍している⼦ど
もたちに個別的なケア
とサポートができてい
る 
 
1-3．居場所・相談場所

①卒業⽣の来訪回数
や相談回数 
②在籍している⼦ど
も達の数と相談回数 
③⼦どものケアやサ
ポートについての記
録がされている 
④居場所を運営する
常勤教師・職員の雇
⽤の安定、講師・ボラ

①卒業⽣が⼀度は NPO を訪
れる機会がある。また、必要に
応じて相談対応ができている 
②スタッフの対応可能な範囲
の数で⼦どもが在籍し、必要
に応じて相談対応ができてい
る 
③個別のケース記録がされ、
スタッフ間で情報共有ができ
ている 

2023 年 3 ⽉ 
 
2022 年 10 ⽉ 
 
2022 年 10 ⽉ 

卒業⽣は毎回 3〜8 名が来訪する
ようになっている。毎⽉数件の相
談とそれに応じた対応がある。 
②2022 年 3 ⽉末⽇時点の在籍数は
82 名 
毎⽉数件の相談があり個別対応し
ている。 
③個別記録を新たに 
作成したスタッフ共有フォルダに
蓄積し、情報共有及び利⽤できる
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を運営する⼈材が⼗分
である 

ンティア（プロボノ）
の数 

④常勤の教師・職員が施設の
プログラムを統括運営し、⼦
ども・卒業⽣の相談・来訪に組
織的に対応できている 

状態にしている。 
④常勤職員 5 名ではぎりぎりの状
況である。 

2-1．学習⽀援の仕組み
ができている 
 
2-2．体験プログラムの
仕組みができている 
 
2-3．進路などについて
の⽀援ができている 

①学⼒向上のための
プログラムができて
いる 
②⾮認知能⼒を向上
するプログラムがで
きている 
③進路についての相
談対応回数、相談内
容の記録 

①学習プログラムが確⽴し、
継続的に運営されている 
②体験プログラムが確⽴し、
継続的に運営されている 
③在籍する全ての⼦どもに対
して相談対応ができており、
その内容が記録されている 

2023 年 3 ⽉ 
2023 年 3 ⽉ 
2023 年 10 ⽉ 

①学習プログラムソフト（ビット
キャンパスタッチ）も導⼊し、個
別、能⼒別対応に努め始めている。 
②体験プログラムの（フォレスト
アドベンチャー（冒険体験）、⼥⼦
⼤（筑紫⼥学園）キャンパス体験と
交流、久留⽶クリーンプロジェク
ト（清掃活動）、職業体験（対⾯販
売）、プログラミング教室、職業講
話 SE（システムエンジニア）って
何？ 
）計画及び実施も⾏っている。 
③具体的進路相談が 
が個別にできており、希望するほ
ぼ全員（25 名中 22 名）が 2022 年
4 ⽉⼊学予定で⾼校に進学できて
いる。 

2 

3-1．ファンドレイジン ①寄付者の数や寄付 ①寄付、助成⾦等の既存の収 2023 年 3 ⽉ ① クラウドファンデ 2 
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グの仕組みを強化する 
 
3-2．組織評価・診断を
受けている 
 
3-3．団体の情報発信・
広報ができている 

額、マンスリーサポ
ーター数、クラウド
ファンディングの成
功数と資⾦調達額、
助成⾦・補助⾦の採
択数と⾦額、収益事
業の収益額 
②第三者からの組織
評価・診断を受けて
いる。また、認定 NPO
を取得している 
③ニュースレターの
発⾏数や頻度、SNS
での発信数 

⼊源の増額と新たな収⼊源を
獲得できている 
②評価認証を受けている。認
定 NPO を取得している 
③ニュースレターを定期的に
発⾏できている。SNS の発信
を週に 1 回以上⾏っている 

 
2022 年 10 ⽉ 
2022 年 10 ⽉ 

ィング第 1 回⽬ 136 万円達成（⽬
標 100 万円、⼦どもへの⾷⽀援充
実のためのシステムキッチン設置
のため）第 2 回⽬ 179.3 万円達成
（⽬標 150 万円、⾼校⼊学のため
の制服が購⼊できない⼦どもたち
の⽀援のため）。 
マンスリーサポーターの仕組み
（カード決済）構築完了している
がサポーター獲得には⾄っていな
い。 
助成⾦補助⾦の積極的情報収集と
応募に取り掛かり、久留⽶市のひ
とり親家庭等⽀援事業の他、認定
NPO 取得⽀援事業、⾷材提供事
業、⾷事提供事業等の⺠間の助成
⾦交付が採択された。 
② 資⾦分配団体の 
⽀援のもと組織診断を計画し、認
定 NPO の取得申請⼿続き中であ
る（2022 年５⽉） 
③ ニュースレターを 2021 年 10

⽉から毎⽉発⾏し、3 ⽉に第 9
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号を 200 部発⾏（現在は寄付
者のみ、今後は関係者・団体に
も送付予定）。SNS 発信も週 1
回程度⾏っている。 

4-1．居場所となる仮み
んかを整備する 

4-1． 
① 施⼯完了の確認 
② 関係者による感
想による評価 
使⽤実績 

4-1． 
① トイレ：浄化槽設置、⽔洗

化 
② お⾵呂：簡易的な扉設置、

床の改修 
③ 廊下：床板の張替え 
④ 居間：南側の壁に明り取り

の窓、薪ストーブの設置。 
⑤  集い場：離れの部屋改修  

4-1．2021 年
12 ⽉ 

4-1. 
① 改修完了 
② 改修完了 
③ 改修完了 
④ 改修完了 
⑤ 改修完了 
 
一部、老朽化などにより追加補修

が必要であったが、12 月仮みん

かの改修が完了した。仮みんかは

今後、児童養護施設を退所した若

者などのための利用開始が 1 月

から予定されている（対象者がい

る場合）。 

改修内容は、⼤⼯さんと都度協議
しながら微調整や新しい発想を加
えたため、想定よりも快適な空間
を作ることができた。資⾦的に
は、434 万円の予定から 478万円

2 
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と増額となったが、全体調整の中
で取り込むことができた。また
2021 年内の完成予定が 9⽉末ま
でに⼯事完了し、予定よりも早く
終えることができた。 
 

4-2．居場所となる、み
んかをつくる 

4-2． 
① 設計に必要な情
報の取りまとめ 
② 設計計画と進捗
管理シート 

4-2． 
① 旧⺠家を解体し、⼟地の排
⽔対策を⾏ったうえで整地、
建築を⾏う。 
②  本みんかが出来上がる。 
 

4-2 ．
2024/3/1 

① 旧家屋の解体に向けて、2022 年
1 ⽉に市への補助⾦申請をしたが、
対象外となり、独⾃資⾦での対応
が必要になる。「内⽥エネルギー科
学振興財団」に助成申請中。6 ⽉に
審査・採択決定が⾏われる。本みん
かの建築に向けて、基本設計がほ
ぼ決まった。 
細部の調整と予算算出に向けた会
議を進⾏中。 

2 

4-3.みんか（仮みんか）
の環境に合う若者が滞
在している。 

4-3． 
①滞在実績として、
期間と⼈数の把握 

4-3． 
①  常時 1 名以上の滞在者が

いる 

4-3 ．
2022/3/1 

みんか通信を刊⾏し、 
定期的に、関係者と情報共有を⾏
っている。 
また、全国の若者を対象に⾃⽴⽀
援を⾏っているＲ塾とのご縁もあ
り、今後、連携ができる可能性があ
る。 

2 
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4-4． みんかに滞在す
る若者が⾃分と向き合
う時間を持ち、様々な
⼈や物事と出会う中
で、得意なことや⾃分
⾃⾝の存在価値に気づ
く環境ができている。 

4-4． 
①滞在者⾃⾝による
⾃⼰評価（記述式） 
②滞在者の客観的評
価（記述式） 

4-4． 
短期⻑期に関わらず、みんか
に滞在した若者が、⾃分⾃⾝
を⾒つめなおし、将来の⽬標
設定をして巣⽴っていく 

期間中随時 
対 象 と な る
若 者 の 状態
を⾒ながら、
み ん か を巣
⽴ っ た後も
連絡を 取 り
合い な がら
関われ る よ
うにする。 

2022 年 8⽉末までに評価シートを
作成。 

2 

5-1.みんかに滞在する
若者と地域⾏事への参
加、地域の⼈的課題に
よる活動（道路愛護、美
化活動、空き地の維持、
景観保全活動など）や
農作業⽀援などに積極
的に取り組んでいる。 

① 地域⾏事への参
加実績報告 
② 地域貢献事業実
績報告 
③ 地区住⺠へのア
ンケート 

短期⻑期に関わらず、みんか
に滞在した若者が、地域住⺠、
外部からの訪問者などと関わ
りながら、地区の⼈に感謝さ
れる⾏動を⾃発的にできるよ
うになる。 

期間中随時 
年次報告と
して、実績を
まとめる。 

・評価のための準備中 
・コロナ禍により、地区⾏事など多
くが取りやめとなり、⼈⼿が必要
な時は、みんかに宿泊している⼈、
訪問してくる⼈、ボランティアな
どへの声掛けを⾏って、都度、対応
している。 

2 

6-1.みんかの事業を継
続させるための⼈づく
り、組織づくり、仕事づ
くりを⾏っている。 

① 適格者の発掘と
育成 
② 法⼈化検討会議
の開催 
③ 収益事業の進捗 

① 事業主体者 5 名、および中
⼼的な協⼒者 10 名体制とす
る 
②  2022 年４⽉ ⼀般社団法

⼈ みんなの家みんかの設

2024 年 3 ⽉
まで  

① 事業主体者 2 名、協⼒者 8名 
② 法⼈化設⽴完了（2022 年 4 ⽉ 4
⽇付） 
③ よもぎ乳酸菌、杉の葉オイル、
⽞⽶パフ、薪づくり、⾼⽊穂多留市

2 
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⽴が完了 
③ 財務状態を⽀える収益事
業が運営されている 

など、財務状態を⽀えるための事
業を進⾏中。薪づくりは、2023 年
以降で年間 20 万円程度を想定。_
その他、試作品づくりや新規の販
路開拓途中であり、具体的な数字
を明⽰できる段階ではない。よも
ぎは、2022 年に畑の整備と試作品
づくり、2023 年の製品化を⽬指し
ている。現在販売されているもの
と同程度の品質を確保できれば、
年間 100万〜1000万円以上の事業
にできる可能性がある。_⽞⽶パフ
や杉の葉製品は販路開拓し、売上
個数に⽐例して、収⼊とすること
ができる。 
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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
＊ 

 

1-1. 実⾏団体の内部に
事業を企画・運営できる
⼈材がいる 
 
1-2. 評価を担当できる
⼈材がいる 
 
1-3. 団体の組織⼒が⾼
い 
 
1-4. 実⾏団体の組織診
断・評価が⾏われている 
 
1-5. 実⾏団体のガバナ
ンス・コンプライアンス
体制が整っている 

①事業運営、⼈材育
成、組織⼒向上に関す
る勉強会・研修会の実
施回数と参加者数 
②事業運営、⼈材育
成、組織⼒向上に関す
る個別相談や⽀援の
回数 
③組織評価・組織診断
についての勉強会・勉
強会の実施回数と参
加者数 
④⾮営利組織評価セ
ンターの評価を受け
ている 
⑤NPC ガイドを活⽤
した組織診断が⾏わ
れている 

①事業運営、⼈材育成、組織
⼒向上をテーマにした勉強
会・研修会をそれぞれ年に 1
回以上実施する。また、それ
に実⾏団体のスタッフの過
半数が参加する。 
②⽉次⾯談も含めて⽉に 2 回
以上は事業運営、⼈材育成、
組織⼒向上についての個別
相談や⽀援を⾏う 
③組織評価・組織診断につい
ての勉強会・研修会を年に 1
回以上実施する。また、それ
に実⾏団体のスタッフの過
半数が参加する。 
④ベーシックガバナンス評
価の認証を獲得している 
⑤組織診断が実施され、課題

1-1.  
2023/9 
 
1-2.  
2022/10 
 
1-3.  
2023/12 
 
1-4.  
2023/3 
 
1-5.  
2023/3 

①事業運営に関連してファンドレ
イジングの勉強会を 2021 年度に 2
回（２⽉ 16⽇、３⽉ 23 ⽇）実施し
た。⼈材育成、組織⼒向上について
も今後取り扱う予定。 
 
②両実⾏団体に対して⽉に 2 回以
上個別相談や⽀援を実施している。
前回報告時よりも改善した。 
 
③わたしと僕の夢に対しては⺠間
の組織基盤強化についての助成⾦
申請の際に組織評価・組織診断につ
いての勉強会、相談⽀援を実施し
た。 
 
④ベーシックガバナンス評価の認
証についてわたしと僕の夢が申請

2 
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解決の計画が⽴てられてい
る。 

を検討している。認定 NPO取得の
⼿続きを実施している。 
 
⑤他の⺠間の助成⾦を活⽤してわ
たしと僕の夢が組織診断を予定し
ている（次回、組織基盤強化の助成
⾦申請時）。 
みんなの家みんかが⼀般社団法⼈
化され、以前よりも体制が整った。 

2-1.  ステークホルダー
と課題の共有などがで
きる場が定期的に設け
られている 
 
2-2.  事業に関係する多
様なステークホルダー

①実⾏団体の事業に
ついての関係者分析
が⾏われ、図に表され
ている 
②実⾏団体が主催す
るステークホルダー
との会議等の実施回

①関係図を作成し、詳細な関
係者分析ができている 
②実⾏団体が主体となって
年に 1 回以上会議を実施でき
るようになる 
③両団体に対して⽉に 1 回以
上、個別相談や⽀援を実施す

2-1.  
2023/12 
 
2-2.  
2022/11 
 
2-3.  

①関係図は作成できているが、ステ
ークホルダーごとの詳細な分析は
まだできていない。今後、中間評価
の準備段階で実施していく予定。 
 
②2022 年 3 ⽉ 19 ⽇に資⾦分配団
体、実⾏団体共催で年次報告会を実

2 
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の分析ができている 
 
2-3. メディアや SNS、広
報誌などを活⽤した広
報の⽅法が確⽴してい
る 
 
2-4. 実⾏団体に広報担
当の⼈材がいる 

数と参加者数 
③広報に関する個別
相談や⽀援の回数 
④団体内に広報担当
者が 1 ⼈以上いる 

る 
④広報担当者の能⼒強化が
図られ、⼀⼈でも団体の広報
を担えるようになっている。 

2023/9 
 
2-4.  
2022/12 

施し、事業について関係者と協議で
きた。 
 
③両団体ともに⽉に 1 回広報につ
いての相談⽀援をしている 
 
④わたしと僕の夢では SNS を中⼼
に担当を決めて週 1 回程度投稿を
している。みんかでは代表者が兼務
している状態。 

3-1. 実⾏団体が安定し
た寄付収⼊や助成⾦等
を獲得している 
 
3-2. 実⾏団体が収益事
業を⾏い、寄付以外の収
⼊を得ている 
 
3-3. 実⾏団体にファン
ドレイジング担当の⼈
材がいる 

①ファンドレイジン
グに関する個別相談
や⽀援の回数 
②クラウドファンデ
ィングの達成回数 
③必要に応じて助成
⾦等が獲得できてい
る 
④収益事業にて補完
的な収⼊がある 

①両団体に対して⽉に 1 回以
上、個別相談や⽀援を実施す
る 
②実⾏団体が年に 1 回以上ク
ラウドファンディングを達
成する 
③実⾏団体が年に 1 回以上助
成⾦等を獲得できている 
④収益事業にて補完的な収
⼊を得ている 

3-1.  
2023/12 
 
3-2. 
2023/12 
 
3-3.  
2023/4 

①わたしと僕の夢には⽉に 1 回以
上、個別相談や⽀援を実施してい
る。 
 
②わたしと僕の夢が 2 回⽬のCFを
達成し、179.3万円の資⾦調達に成
功している。年間で２件の CFを達
成し、合計で約 315 万円を獲得し
た。第 1 回⽬ではシステムキッチン
を設置し、2 回⽬では⾼校⼊学のた
めの制服購⼊の⽀援に活⽤された。 
 
③2021 年度にわたしと僕の夢は、

2 
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他の⺠間の助成⾦に 3 回申請し、結
果待ちの状態である。 
みんかは助成⾦等に１件採択（2021
年４⽉）され、居場所改修費として
434 万円を獲得した。 
 
④わたしと僕の夢は寄付つき商品
としてお⽶の販売を⾏い、10 万円
ほどの粗利を獲得した。 
みんかでは複数の事業の種ができ
ており、収益化の⾒込みがある。 

4-1. 筑後川関係地域に
おいて、休眠預⾦等活⽤
事業や本事業について
知っている⼈が増える 
 
4-2. 本事業についてマ
スメディア等に取り上
げられている 
 
4-3. 多様なステークホ
ルダーが本事業につい
て知る機会が設けられ

①休眠預⾦活⽤事業
や本事業についての
説明会等の回数と参
加者数 
②マスメディア関係
者とのコミュニケー
ション回数 
③事業に関連したサ
ロン（オープンな勉強
会）の回数と参加者数 

①当財団が主催する事業に
ついての説明会等を年に 2 回
以上実施する 
②イベントなどの実施時に
は必ずマスメディア関係者
に連絡を取り、取材依頼等を
⾏っている。 
③⽉に 1 回以上のサロンの開
催と⼀般の参加者数の増加 

4-1.  
2023/12 
 
4-2.  
2023/9 
 
4-3.  
2023/9 

①2022 年 3 ⽉に休眠預⾦活⽤事業
の報告会を実施し、約 100 名の参加
者があった。申し込み時のアンケー
トでは休眠預⾦活⽤制度について
の認知度は回答得た 45 ⼈中、「全く
知らなかった」が 22.2%（10 ⼈）、
「⾔葉を聞いたことがあった」が
31.1%（14⼈）、「良く知っていた（内
容を把握している）」が 46.7%（21
⼈）であった。 
 
②上記、会の際にイベント告知の記

2 
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ている 事が地⽅紙に掲載された。また、今
後、本事業について地⽅紙に記事が
掲載予定。 
 
③2021 年 6⽉より⽉に 1 回事業に
関連する勉強会を実施しており、休
眠預⾦活⽤事業についての紹介を
⾏っている。 
 

5-1.  定期的に多様なス
テークホルダーが集ま
り、地域課題や事業の課
題などについて共有す
る場が設けられている 
 
5-2. 多様なステークホ
ルダーがお互いを知る
ためのネットワークの
場が設けられている 
 
5-3.  本事業についての
情報共有や意⾒交換が
で き るコミュニテ ィ

①本事業の関係者分
析を⾏い、図に表され
ている。 
②地域円卓会議の実
施回数 
③Facebook グループ
の運営状況 

①関係図が作成され、各関係
者ごとの詳細な分析も⾏わ
れている 
②地域円卓会議を年に 1 回以
上開催する 
③Facebook グループを作成
し、継続的な運営ができてい
る 

5-1.  
2024/1 
 
5-2.  
2024/1 
 
5-3.  
2023/3 

①関係図は作成できてるが、ステー
クホルダーごとの詳細な分析はま
だできていない。定期的なステーク
ホルダー会議は⽣れていないが、報
告会（3/19）に多様なステークホル
ダーを招待することで、定期会議開
催の環境は醸成されつつある。 
②2022 年 5 ⽉に地域円卓会議を実
施予定。また、みらいファンド沖縄
より実施⽅法についてオンライン
にて指導助⾔を受けている。 
③Facebook グループの企画をして
いる段階である。 

2 
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（Facebookグループ）が
できている 
6-1. 当財団の組織診断・
評価の結果に基づき、当
財団の組織基盤強化に
ついての計画が⽴案さ
れ、実⾏されている 
 
6-2. 事業を企画・運営で
きるプログラムオフィ
サー（PO）が確保・育成
されている 
 
6-3. 当財団の財政基盤
が強化されている 

①当財団の組織診断・
評価が⾏われ、組織課
題が明らかになって
いる 
②PO が 2 ⼈以上在籍
し、個々の能⼒強化が
図られている 
③当財団のファンド
レイジング計画を⽴
案し、実⾏している 

①当財団の組織診断・評価が
⾏われ、組織課題が明らかに
なっている 
②IIHOE の⽀援⼒アセスメ
ントシートを参考に、PO 個
⼈の能⼒をアセスし、初期値
よりも改善している 
③ファンドレイジングにつ
いての計画を⽴案し、実⾏し
ている 

6-1.  
2022/9 
 
6-2.  
2023/9 
 
6-3.  
2023/9 

①2021 年 11 ⽉に⾮営利組織評価
センターのグッドガバナンス認証
の評価を受け、27項⽬中 2項⽬（職
員の労働条件・職場環境について、
会計処理）が基準を満たしておらず
認証とはならなかった。現在、2項
⽬について改善し、認証取得に向け
て動いている。組織診断については
まだ計画段階である。 
 
②PO が 1 ⼈増え、３⼈在籍となり、
ジャンピアの研修会や実際の伴⾛
⽀援などを通して能⼒強化を図っ
ている。個々の能⼒値の評価⽅法も
含めて検討していく。 
 
③PO の 1 ⼈が准認定ファンドレイ
ザーを 12 ⽉に取得。他１名も取得
を⽬指している。現在、ファンドレ
イジング計画を策定中。 

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 

  1.達成の⾒込み    
資⾦⽀援の短期アウトカムの指標として設定していた 11 指標中既に６つは⽬標値の達成もしくは達成に近づいている。 
⾮資⾦的⽀援については、14 指標中既に７指標が達成の⾒込みがある。 

2.アウトカムの状況 
A：変更項⽬ 
þ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 

3.⾮資⾦的⽀援の活動に関する報告 
事前評価により実⾏団体への⾮資⾦的⽀援についての要望を詳細に確認したことにより、実⾏団体の現状に合わせた⾮資⾦的⽀援の６つの
アウトカムとそれに続くアウトプット、活動の設定ができた。現在、⾮資⾦的⽀援のロジックモデルは 2 つの実⾏団体に対して同⼀のもの
となっており、より両団体の特性に合わせたアウトプット、活動を設定する必要性を感じている。 
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 
・⽉次⾯談等をオンラインにて実施した。 
・実⾏団体訪問時には検温や体調チェックなどを⾏った。 
・感染予防のためのパーテーションを使⽤している。 
・労務環境を整え、役職員の体調管理に努めた。 

 
 
③広報に関する報告 
シンボルマークの使⽤状況 

þ ⾃団体のウェブサイトで表⽰している  þ広報制作物に表⽰している  
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þ 報告書に表⽰している þ イベント実施時に表⽰している ☐その他 
→「その他」を選択した場合は記載してください（⾃由記述）：わたしと僕の夢では改修した室内の壁にシンボルマークを掲⽰して

いる。 
 

広報 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 
  ・2021 年度報告会について、2022 年 3 ⽉ 18⽇の⻄⽇本新聞に報告会開催の告知記事が掲載された。 
  ・2021 年度報告会について、PR TIMESにプレスリリース（http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000096760.html）を掲載、101

のページビューを得た。 
  ・2021 年度報告会について、NEWSRELEA.SEに掲載された（https://newsrelea.se/7rlxvO）。 

2.広報制作物等 
  ・財団年次報告書（2021 年 10 月、1000 部）を発行し、20 年度休眠預金活用事業につき詳しく紹介 
  ・財団ニュースレター1号（800 部）、２号（500 部）発⾏、休眠預⾦活⽤事業について紹介 

3.報告書等 
 ・年次報告会⽤のプレゼンテーション資料作成 
4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 
 ・休眠預⾦等活⽤事業「困難を抱える⼦ども若者の孤⽴解消と育成」報告会 2022 を 2022 年 3 ⽉ 19⽇に開催、会場・オンラインを合 

わせて約 100 名の参加があった。 
 

 
④規程類の整備に関する報告  
1. 規程類を web サイト上で広く⼀般公開していますか。 

þ全て公開した ☐⼀部未公開 ☐未公開 
→「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇： 
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2.  変更があった規程類に関して JANPIAに報告しましたか。 
þ はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

 

 
⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。 

þ はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

 
2. 内部通報制度は整備されていますか。 

þはい  ☐いいえ 
→「はい」の場合の設置⽅法（複数選択可）：☐内部に窓⼝を設置  ☐外部に窓⼝を設置  ☐ JANPIAの窓⼝を利⽤ 
 

3. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 
þ はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

 
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか 

þ はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

 
5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。 

þ はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 
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6. 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む） 
þ 内部監査を実施  ☐外部監査を実施  ☐実施する予定がない 
→「実施する予定がない」を選択した場合の理由： 

 
 

添付資料 

活動の写真（画像データは 1枚２MG以下、3〜4枚程度） 
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⽉例勉強会の様⼦ 

 
わたしと僕の夢の⼦どもたちに SDGsについて話している様⼦ 
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年次報告会にて事業説明を⾏っている様⼦ 



20 
 

 
年次報告会の集合写真 


