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年度末報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日  ：2022 年 4 月 30 日 

● 事 業 名  ：複数被災地における復興支援モデル構築事業 

● 資金分配団体 ：一般社団法人 RCF

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＊ 

【生活再建支援】 

・住民主体のコミュ

ニティが形成されて

いる 

・新たな活動母体や

枠組みが形成され、

運用できている 

・企画新規参加人数

及び継続参加人数

（運営・参加共に） 

・活動母体や枠組み

の組成数 

・住民を巻き込んだ企画の実

行ができている 

・住民や地域外メンバーと連

携した活動母体や枠組みが組

成されている 

2023 年

2 月 

・各実行団体で設定したコミュニティ

活動は 1年目としては計画通り実施 

・①地域内での活動の認知向上し課題

と取組みの理解浸透、⓶①を通した地

域住民の参画による継続的な課題解決

の活動へのつなぎは、2 年目の取り組

み課題として、事業推進が必要な状況 
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【産業再生支援】 

・実行団体が目指す

成果が達成されてい

る状態 

・ワーケーション体

制が構築されている

か 

・コミュニティビジ

ネスの仕組みが構築

されているか 

・ワーケーションにより外か

ら人を呼び込む仕組みができ

ている 

・コミュニティビジネスで地

域内をお金が循環する仕組み

ができている 

2023 年

2 月 

・ワーケーションの顧客目標はおおむ

ねクリア 

・上記顧客巻き込みにおける地域内事

業者の巻き込みも実施済 

・今後、上記のワーケーション利活用

の継続、本取り組みを通した地域内の

復興に関わる関係人口の確保・維持に

向けた、地域内事業者との連携を図る

母体づくりは検討余地あり 
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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＊ 

実行団体が地域の中核

となって復興支援を進

められている 

・各実行団体で設定されたアウ

トプット

・各事業の継続に向けた体制・

資金計画 

・地域の事業成果

・各実行団体が設定され

たアウトプットを実行 

・体制・資金計画策定

・各地域の事業成果を情

報発信 

2023 年

2 月 

・【中核】とは、地域内の住民・

事業者で認知され、本団体のプ

ログラムに参画されている

=地域内の代表制とすると、3

団体はそのような存在となっ

ている 

・3 団体は、【中核】の継続・発

展、1 団体は【中核】となるこ

とを再度課題整理し、取組み設

定する必要性あり 
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実行団体の中長期的な

運営に向けて、事業内

容の改善、人材や資金

の確保など運営基盤が

強まっている 

・事業運営に携わる人数が増

加、或いは世代が広がっている

か 

・資金やその元となる事業柱が

新たに確立運用できているか 

・資金調達や新事業組成

により、事業の方向性が

明確になっている、また

は継続性が高まっている 

・事業継続に必要な人材

や資金を確保している 

2023 年

2 月 

・継続性については、資金面で

は2年目の事業の中で検討必要

な状況。行政連携、地域内での

事業連携体制強化等、各団体の

シチュエーションを考慮した

上での取り組みプランを組成

してく必要あり 

1 

実行団体等の活動や成

果を事例として発信し

ている 

・実行団体の事業プロセスと成

果が整理できているか 

―取組結果のみならず、そこか

らどんな成果が生まれたかを

可視化できている 

・「復興 BASE」での発信記事数 

・プロセスも含めた実行

団体の活動と成果を発信

できている 

2023 年

2 月 

・初期の団体の活動紹介は済 

・1 年目の成果を踏まえた、2年

目以降の情報発信の実施計画

の明確化が必要(成果設定・発

信情報整理含む) 

2 

事業の枠組みを超えて

実行団体同士で情報交

換等ができるネットワ

ークができている 

・実行団体のメンバー同士が認

識できているか 

・情報交換を行ったことがある

か 

実行団体同士が連携でき

るネットワークが構築さ

れることにより、活発な

情報交換が行われている

状態 

2023 年

2 月 

・第一期、第二期の枠を超えた、

団体間の知見交換は実施(宇和

島 NPO センター・行政と

TECO、ドットリバー・宇和島

NPO センター) 

・この計画については、何を目

的としたネットワークか、この

知見交換を通して何を解決す

るかの設定を再度実施し、2022

年度の取組みに反映必要 

2 



4 

＊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

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 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

・【復興 BASE】にて、本事業で採択した、宇和島、人吉、陸前高田、南三陸の団体・活動情報を記載 

・宇和島 NPO センターおよびドットリバーに関しては、団体ヒアリングを実施し、取り組みに関する記事をアップデート(5 本)

・宇和島 NPO センターおよび第一期採択団体となる TECO 間にて、『地域の農園体験』『地域内でのコミュニティ支援のテーマ・取組み』

『足湯の活動』等について、情報交換。行政との連携、住民巻き込み、事業実施における資源調達方法等について知見を交換し、事業実施

においてヒントを発見 

・今後、このネットワークは保持しながら、各実行団体での実状を踏まえて、進め方を検討。非資金的支援として、それぞれの地域におけ

る行政連携、各実行団体の活動を支援する地域内の母体作り(ワーケーション推進の協議会、インターン等のプログラムづくりにおける協

議会等)に着目。その組成に向けた支援を検討 

―上記に基づき、短期アウトカムの指標・表現・内容・目標値について変更を検討中 

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

・出張しなくても、オンラインを活用した取材やヒアリング、定期的な打合せを実施継続

・実行団体にて、オンライン活用した取組み、人数を制限した規模でのコミュニティ活動の実施、地域内での実施ルールを理解したうえで

の実施タイミング・活動企画の変更等のアドバイスを実施 
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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）：

社外向けの記事作成の際に、関わる事業の発信は対応 

広報 

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

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

※特になし。一部、復興 Baseにおける取材・企業からの問い合わせ等はあり

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。

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：

2. 変更があった規程類に関して JANPIA に報告しましたか。

☐いいえはい

→「いいえ」を選択した場合の理由：
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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。

☐いいえはい

→「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

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。

☐いいえはい

→「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

☐いいえはい

→「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。

☐いいえはい

→「いいえ」を選択した場合の理由：

・経営会議の場にて、コンプライアンスに関わる事項は確認

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）

外部監査を実施 ☐実施する予定がない内部監査を実施

→「実施する予定がない」を選択した場合の理由：
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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） 

復興 BASE のサイト。各実行団体の活動の記事掲載 人吉市では、ドットリバーの関係にて、代表藤沢が復興に関する登壇 

宇和島では地域食堂の実施を視察 




