
1 
 

年度末報告書（実⾏団体） 
● 提 出 ⽇ ： 令和４年４⽉１５⽇ 
● 事 業 名 ： ⼦育てワンストップセンター及びネットワークの構築 
● 資⾦分配団体 ： 特定⾮営利活動法⼈ 宮崎⽂化本舗 
● 実 ⾏ 団 体  ： 特定⾮営利活動法⼈ みやざき⼦ども⽂化センター 
 
 

 

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
＊ 

 

『⼦育てワンストップセンタ
ー』の相談窓⼝（TEL、メール、
リモート、SNS 等）を整備する。 

相談窓⼝の開設 ４ツール 
 （TEL/メール/リモート/SNS） 

令和４年 
１０⽉ 

２つの相談窓⼝の整備
が完了。 
・TEL（相談専⽤の携
帯電話） 
・メール（相談専⽤の
メ ー ル ア ド レ ス の 取
得） 
 

２ 
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県内におけるさまざまな⽀援サ
ービス提供者を発掘しネットワ
ークを構築する。さらに課題解
決に繋がる制度やサービス、⽀
援の過不⾜を把握する。 

⽀援団体数 
団体数 

２年⽬：３０団体発掘 
３年⽬：５０団体発掘 

令和５年 
３⽉ 
 
令和６年 
３⽉ 

⽀援団体数を把握する
ためのアンケートを作
成中。 

３ 

ネットワーク登録 ２年⽬：５０団体 
３年⽬：７０団体 

※令和４年４⽉からの
活動で計画。 

４ 

⽀援の種類と数 ２年⽬：３０種類（数） 
３年⽬：５０種類（数） 

⽀援団体の⽀援の種類
と数を把握するための
アンケートを作成中。 

３ 

⽀援サービス提供者の課題解決
のため、⽀援サービ提供者同⼠
のマッチング（それぞれの課題
を共有し、お互いの強みで補

う）及び⽀援者の⼈材育成を⾏
う。 

研修の開催数 ２年⽬：３回 
３年⽬：５回 

令和５年 
３⽉ 
 
令和６年 
３⽉ 

※令和４年４⽉からの
活動で計画。 

４ 

講師派遣回数 ２年⽬：３回 
３年⽬：５回 

４ 

ボランティア派遣回
数 

２年⽬：３回（延べ９⼈） 
３年⽬：５回（延べ１５⼈） 

４ 

『⼦育てワンストップセンタ
ー』のコーディネーターが活躍
していくためのコミュニケーシ
ョンスキルや現⾏の制度やサー
ビスの把握、他県の取り組みに
アンテナを張るなど、コーディ
ネートスキルの資質向上を図
る。 
 

研修の開催数及び研
修受講数 

２年⽬：開催１回 受講 ５回 
３年⽬：開催１回 受講 ５回 

令和５年 
３⽉ 
 
令和６年 
３⽉ 

※令和４年４⽉からの
活動で計画。 

２ 

意⾒交換会開催数 ２年⽬：２回 
３年⽬：２回 

※令和４年４⽉からの
活動で計画。 

４ 
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『⼦育てワンストップセンタ
ー』のマネジメントをしていく
ために、事務局機能の整備を⾏
う。 

コンプライアンスの
⾒直し 

３回／年 令和４年 
３⽉ 
令和５年 
３⽉ 
令和６年 
３⽉ 

コンプライアンス規定
の確認及び⾒直しを⾏
っている。 

２ 

リスク管理の⾒直し
⼈員配置の⾒直し 

３回／年 業務分担等を整理し、
計画に合わせた⼈員配
置の⾒直しを⾏った。 

２ 

事業計画・資⾦計画の
⾒直し 

３回／年 事業計画及び資⾦計画
の確認及び⾒直しを⾏
った。 

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 

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 

3. 活動に関する報告 
・相談窓⼝の開設に伴い、直接対象者となる⽀援サービス提供者へ周知を図ること及び当事業における取組みを広く発信するための HP 作
成を外注した。その際、外注先へは、当団体の理念や当事業の説明を丁寧に⾏い、今後、オブザーバーとして当事業に協⼒を頂けることに
なった。結果、HP の作成において外部有識者からのアドバイスも得られることとなり、効果的な HP の作成へと繋げることができている。 
・⽀援サービス提供者が抱える課題や活動状況の調査を⾏うためのアンケート設計において、PO に相談を⾏い、SVJ（伊藤⽒）によるアン
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ケート設計における研修を⾏い受講した。その後、アンケート協⼒におけるアプローチ⽅法や配慮すべき点についての理解が深まり、ここ
での気づきや成果を実際のアンケート設計において⼤きく還元することができている。 
・令和４年度４⽉からのコーディネーターの資質向上に向けた取り組みに繋げるため、コーディネーターに求められるスキル及びノウハウ
について、ワークショップを重ねた。PO に相談を⾏い、「コーディネーターってなんだろう？」をテーマに県内でコーディネーターとして
活躍される NPO 法⼈ｉさいと古賀和⼦⽒を招き研修を⾏い、コーディネーターに求められる資質及び役割について整理を⾏った。 
 
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 
実⾏団体内のミーティングや外部との打合せの際は、積極的にオンライン（Ｚｏｏｍ）を活⽤することで、新型ウイルス感染拡⼤防⽌の観
点に配慮し、活動を⾏った。 

 
③広報に関する報告 
シンボルマークの使⽤状況 

☑⾃団体のウェブサイトで表⽰している  ☐広報制作物に表⽰している  
☐報告書に表⽰している ☐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）： 

 
広報 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 
  特に無し。 

2.広報制作物等 
  特に無し。 

3.報告書等 
  特に無し。 
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4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 
  特に無し。 

 
④規程類の整備に関する報告 
1.  事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 
□完了  ☑整備中 

 
2. 整備が完了した規程類を webサイト上で広く⼀般公開していますか。 
□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：まだ全ての規定が整備されていないため、整備が完了してから公

開を⾏う。令和５年 4 ⽉の公開を⽬指す。 
 
3.  変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。 
☐はい  ☑いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由：変更がなかったため。 

 

 
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。 
☑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。 

☑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 
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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。 
☑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 
☑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。 
☑はい  ☐いいえ 
→「いいえ」を選択した場合の理由： 

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） 
☑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 
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活動の写真 【アンケート設計勉強会】 
⽇程：３⽉８⽇（⽕）１３：００〜１５：００ 
場所：特定⾮営利活動法⼈みやざき⼦ども⽂化センター（オンライン受講） 
講師：SOCIAL VALUE JAPAN 伊藤 枝⾥⼦⽒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

【コーディネーターってなんだろう？】 
⽇程：３⽉２４⽇（⽊）９：００〜１２：００ 
場所：みやざき NPOハウス 
講師：NPO 法⼈ I さいと 事務局⻑ 古賀和⼦⽒ 

        


