
新型コロナウイルス感染拡大への対応及び支援に関する 

岡山県内 NPO法人等緊急アンケート 最終結果報告書 

 

回 答 数：89 件(うち、無効 2 件) 

対  象：岡山県内 NPO 法人及び市民活動団体 

対象期間：2020年 2 月～3 月において受けた影響について 

開 始 日：2020年 3 月 27 日 

締め切り：2020年 4 月 10 日 

実施方法：岡山県内に主たる事務所を置く全 NPO 法人のうち、ヤマト運輸メール便の受取が可能な住所

を把握している 644 法人へ調査票を送付。回答は FAX、E-mail にて受付。また岡山 NPO セン

ターのウェブサイト、Facebook、Twitter 上にウェブフォームを開設し、非営利活動を行うそ

の他法人及び任意団体からの回答を受け付けた。 

実施主体：NPO 法人岡山 NPO センター 

 

＜調査概要＞ 

・福祉(高齢、障がい)、子ども、環境、まちづくり等幅広い活動団体から回答。 

・68%の団体が活動の中止や縮小等の影響を受けており、45%の団体が団体の経営への影響を受けている。 

・2 月～3 月に経営への影響があったとし、具体的な金額を回答した 23 法人における被害額は平均で

1,748,261 円、最大で 20,000,000円である。 

・対人支援、対面販売等事業を行う団体において、衛生面での対応やマスク等物資の不足に関する不安を

抱える傾向が見られる。また、スタッフ自身が罹患した場合、また支援対象者が罹患した場合などに活

動や支援が継続できなくなることを不安視する意見が多く挙げられた。 

・「どの世帯も経済的に困窮し、利用者が増えるが今の体制のままでは応対し切れない」「子育て世帯なの

で、孤立によるメンタルヘルスマネジメントが必要」「活動地域（ベトナム・フィリピン）において、

中韓日人への差別が横行しつつある」等、多様な社会課題増加の懸念が示された。 

 

１．回答数 

89 件の回答が寄せられた。 

うち 1 件は個人について回答されたもの、うち 1 件は県外の団体により回答されたものであり、今回の

集計からは除外した。 

 

 

２．回答方法 

FAX 34 

フォーム 51 

E-mail 2 

n= 87 

 



３．回答者の属性 

特定非営利活動法人 61 

一般社団法人 5 

その他の法人 2 

任意団体 3 

非公開 16 

n= 87 

その他の法人： 

公益財団法人 1、株式会社 1 

 

 

 

４．回答内容詳細 

各設問に対する回答は以下のとおり。 

 

（１）新型コロナウイルスの感染拡大により、「活動内容」に影響はありますか。 

１現在影響が出ている 59 

２今後影響が出ると思う 18 

３当面影響は出ないと思う 8 

４わからない 2 

n= 87 

 

 

[１現在影響が出ている]を選択された方にお尋ねします。具体的な影響の内容について教えてください。 

●指定管理の体育館などが使用者が減っている。子ども教室・生涯学習の教室などの開催中止など 

●活動中止 

●イベント、講演、ワークなどをどうするか。／分野：地域づくり 

１現在影響が出ている

68%

２今後影響が出ると思う

21%

３当面影響は出ないと思う

9%

４わからない

2%

活動内容への影響

NPO法人

70%一般社団法

人

6%

その他の法

人

2%

任意団体

4%

非公開

18%

回答者属性



●私たちは、プロの演劇公演や子どもたちの体験活動（イベントなど）を活動の軸にしているのでこの

ままでは活動休止に追い込まれます。／分野：地域づくり 

●障害者作業所で製箸作業から箸入れ作業を請け負っていたが、作業が入らなくなった。／分野：障害

者支援 

●3 月上旬に予定されていた海外渡航が必要な活動が中止になり、今後の予定も立てることができない。 

また、周年記念行事を開催する予定だったが、取りやめになった。 

●イベントやセミナー等の中止、延期（主催のもの、連携のもの、受託のもの、講師として参加するは

ずだったものなど）多数。コワーキングスペースやテレワーク・オンライン会議の導入支援などにつ

いては、案件が増加。 

●イベント等の中止／分野：NPO 等への助成事業および資源の提供のマッチング 

●市から委託を受けている博物館事業でコロナ対策により、休館になり売上の減少だけでなく、運営に

関る人件費が減額されてしまいました。市からの委託事業により実施しているため、国の休業手当の

補助金の対象外になると担当部局から回答があり、持ち出しで人件費の支払いをしております。また、

現在、休館期間が細切れの更新になっているため、(1〜2 週間ごとの判断で対応しなければならない)

長期的な対策がとりにくいのが現状です。 

●いつものように食事を調理したり、提供したりできなくなっている。そして、そもそも最も大切にし

ている「団らん」を取りにくくなっている。／分野：子ども食堂の雑誌、運営 

●研修会の開催や、介護支援専門員自体の活動が制約を受けている。 

●イベントの中止、延期。ボランティアをオープンに集める活動がしにくい事。訪問などもかなり気を

使う事など 

●・市の委託事業として実施している地域子育て支援拠点の利用者が減っている 

・一斉休校のため出勤できないパート職員がいる 

●セミナーをＷｅｂセミナーに切り替え。イベントの延期等。 

●100 人規模のイベントを一度延期し、結局中止することにした。 

●イベント等の中止 

●活動、イベント、会議すべて中止 

●法人として、困窮家庭に対して体験を届ける補助事業を採択されており、準備もしておりましたが、

５月の企画予定などがすでに難しくなっている状態です。また当初予定していた会の開催などのスケ

ジュールも後に組み直しましたが、このまま本当に開催できるのかを考えると不安が大きいです。 

またボランティアマネジメント的にも春は大事な時期ですが、対面実施できないことから、困難を抱

えています。 

●法人企画のうち、不特定多数の集まる企画等の実施を当面中止している 

●一部の活動が受入れ側の懸念（不安）から開催できなかった。 

●地域での会議・ワークショップ・視察がなくなっている。 

●自主、委託、各種事業の中止または延期による講座等開催機会の損失 

●長期入院の方の退院促進に力を入れています。現在、体験利用の方々との交流が止まっており、病院



からの外出・面会も制限されています。音楽交流会も中止になっています。／分野：福祉 

●今年度内の宿泊キャンプは実施不可能と考えています。大きな収入減少です。／分野：こどもの体験

活動 

●イベントの中止など／分野：福祉 

●派遣依頼が延期や中止が発生してます。／分野：医療コミュニケーション教育 

●利用者が少人数なので定期的なサロンをしていたが、岡山でも感染がひろまりつつあるなかやむなく

基礎疾患を持つ方もいらっしゃることを鑑みサロンを中止した。 

●相談会の中止。イベントの中止。 

●感染をおそれて、作業所へ出て来られない人が数名います。／分野：障害福祉サービス 

●受託事業内で開催予定だったイベント、及びシンポジウムが開催中止となり、委託金額の減額対象と

なった／分野：国際理解活動、国際協力活動、国際交流活動 

●ひとり親家庭の不安からの相談が増えていますが、寄付や支援は自粛ムードからか減っています。備

蓄もままならずスタッフ自身の身の安全も考えると特にシェルターでの支援が大変やりにくくなっ

ております。／分野：DV 被害者支援、ひとり親支援 

●・書面による意思決定を求める形の総会が多数を占めている。 

・イベントの中止による地元の商業者の売り上げ落ち込みが表面化している。 

／分野：青少年健全育成、里山づくり 

●体験利用(無料)を中止している。支援者、利用者ともに検温、マスク、消毒(購入に経費必要)、換気

の徹底(作業量増加)／分野：子育てサポート 

●観光客のガイドキャンセル、朝市の中止／分野：ガイド、講座など 

●開催予定の定期的な講座等がすべて休講になった。／分野：運動指導 

●お預かりしている子供たちは学校も部活動もお休みとなっています。／児童養護 

●5 月に予定している田植えを、地元の会員だけで行うことになりそうです。参加者募集をしない方向

で考えています。 

●当法人の自主事業の ろう高齢者の集いの開催を 3 月より中止しています。4/10～開催予定と案内し

ましたが、岡山市内でも感染者が広がっており、中止の延長をすることになりました。聴覚障害者で

＋高齢者の 2 重のハンディを持っており、集いがないことで人との交流が激減することになり、フレ

イルの兆候を心配しています。特に心配なのが独居で介護や福祉サービスを利用していない方です。

ある方は、先日、公的サービスである介護保険の申請を勧めました。個別訪問を行っているが、感染

のことを考えると積極的にはできない。／分野：高齢者福祉 

●①：岡山芸術創造劇場プレ事業「演劇の広場ワークショップ」第 7 回(3/9、10)の中止 

  ：自主事業「短歌ワークショップ」第 6回(3/8)の中止 

 ②：岡山芸術創造劇場プレ事業「わが町」シネマ『歩むなら』一般公開(4/24・25・26)の延期の 

可能性／分野：舞台芸術 

●コロナウイルスにより主取引先の飲食店が壊滅のため受注が激減している。／分野：有害鳥獣捕獲・

ジビエ食肉販売 



●次年度に向けての志事業の採用活動が十分にはできなかった。／分野：小中学校での出前授業の実施 

●3 月の例会は中止とした。4 月の例会は短縮の予定。／分野：まちづくり・コミュニティ 

●2 月・3 月製品の売上げ 0 円に近い。自立活動費、生活苦、給与不払い、家賃も不払いの状態です。こ

のまま困窮が続けば創立 45 年間の自立活動は断念せざるを得ない状況です。／分野：農耕活動、陶芸

活動 

●真備での支援が出来なくなっている 

●外部に向けた研修やイベントの中止 

●イベントの中止が相次いでおり、売上減である。／分野：飲食店経営他、施設外 

●営利事業として昨年度より足守にて「(店名)」という蕎麦屋を営業いていたが、2～3 月中は営業を取

りやめた。／分野：保険、農山漁村 

●講座が休講となり、活動できていない／分野：学術・文化・芸術・スポーツ・社会教育 

●売上減のため、菓子製造を控え目にしているので、製造の作業がない日があり、店も客が少なく、手

持ちぶさたになることがある。／分野：精神保健福祉サービス 

●2 月末～現在にかけてのイベントの中止・延期。あるいはオンライン開催への切り替え。 

●講師派遣の停止、教室参加者の減少、利用施設の制限／分野：運動教室、イベント 

●建物が閉所となり、指導員、通所者共に、緊急の時にしか入れないようになっている。特に通所生(障

がい者)が無給になり困っている。／分野：障がい者の自立支援 

●地域支援サロン活動・ストレスケアワークショップ・親子支援・講師活動等々 開催できなくなった。

／分野：親子支援・災害看護支援・講演活動 

●定例会、講座の中止 

●3 月にネパールへ行く予定だった。チケットを中華南方(関空発)→大韓航空(岡山発)→ネパール航空

(東京発)と取り直したがビザが取れず断念した。支援金と学用品を手渡しするはずだったし、帰国後

活動の報告会をする予定だった。 

●飲食店、イベントなどの取材ができないことによる、収入減。ライターに対する仕事の減少 

●仮設支援、みなし仮設住宅にお住いの方のためのサロン＆カフェの中止 

●予定していた事業が中止または延期になった。／分野：子育て支援および移住支援 

●スタッフ、利用者、周回の方に対する感染対策／分野：訪問看護 

●食堂として、居場所として機能している「安楽寺」(北区下中野)での飲食・滞在を中止した。あくま

で「３密」を避けるためのやむを得ない対応だったが、路上生活者の居場所がなく、困っている。／

分野：ホームレス支援、困窮者支援 

●3/7 予定の活動を延期した。中止にはできない活動なので実施期日を決めかねている。／分野：安全

教育(チェーンソー講習) 

●・受診同行のキャンセル(受診しないと、慢性疾患があるのに) 

・学校が休みなので、孫が来てくれ、草取りがキャンセル 

・家族から、「こんな時期なので休んで」と家事支援／分野：生活支援・ホームレス支援 



（２）新型コロナウイルスの感染拡大により、「法人の経営」に影響はありますか。 

１現在影響が出ている 39 

２今後影響が出ると思う 28 

３当面影響は出ないと思う 14 

４わからない 6 

n= 87 

 

 
 

 

 

 

 

[１現在影響が出ている]を選択された方にお尋ねします。具体的な影響の内容について当てはまる内容

を選択してください。(複数選択可) 

 

１現在影響が

出ている

45%

２今後影響が

出ると思う

32%

３当面影響は

出ないと思う

16%

４わからない

7%

経営への影響



(１.３.４を選択された方)減少した売り上げ見込み等の金額 

●200,000 円 

●月によって変わる。 

●いまのところ 10 万円程度 

●50 万円程度（2020 年２～３月分） 

●80～100 万円 

●約 500,000 円 

●未定 

●延利用者数が例年 3月と比べて半数以上減っている 

●1,200,000円 

●計算中 

●不明 

●6,000,000円 

●約 340 万円 

●月額 50 万円 

●１０００万円〜２０００万円 

●約 6 万円 

●600,000 円 

●200,000 円 

●50,000 円 

●1,000,000円 

●短期見込(中止・延期等)50～70 万円 

●100 万円 

●100,000 円 

●昨年 4 月より営業を開始した為根拠になる数字がない。 

●15 万円 

●30 万円。2020年 4 月金光教大祭(例年は 3 回)が、1 回のみしかも参者限定のため、売上げがほと

んどゼロ。 

●1,000,000円 

●200,000 円 

●３万円～５万円 

●約１００万円 

 

 



調査対象期間中(2020年 2 月～3 月)の被害額について 

＜具体的な金額を回答いただいた 23 団体について、事務局にて集計＞ 

※1 ヶ月あたりの金額を回答した団体については 2 倍の数字を用いる。 

※「ｘ円～ｙ円」と幅を持たせた回答についてはより大きな値を用いる。 

最大値：20,000,000円 

最小値：    50,000 円 

合計額：40,210,000円 

 

 

（３）特に必要な支援策について、当てはまるものを選択してください。(複数選択可) 

 

具体的に希望される支援策 

●雇用・教育において、ネット配信サービス(例えば無料で WIFI使用／PCの貸与)をする際の支援 医療

従事者の家族への保護 

●資金の支援 補助金など 

●うちの法人はまだまだ駆け出しで、理事長貸付で、やっていますので理事長の収入がないと、解散で

す。 

●人数を減らして実施することができるような公演費、会場費の助成など。 

●今後、岡山で外出自粛要請などが行われ、障害者が地域活動支援センターを利用できなくなった場合、

実績による補助金収入が減額になると思われる。新型コロナウイルスの影響による利用実績の減少に

対する保障。 

●団体等のテレワーク推進及び市民向けのセミナー開催等におけるオンラインサービス化に対する支援

（無料もしくは低価格でサポートしているが、感染拡大の状況が長引けば、対応できる数にも限りが

生じる）。 

●４月以降については市との協議中になりますが、人件費分の補償はしていただきたいです。 

●資金、物資、食材。 

●マスクなど感染予防対策 

●今回の事態が収拾しないことには、ものをもらってもどうにもならないことが多いが、活動の一部を



オンラインに切り替えるにあたっての、初期設備投資の費用が補助されると助かるかもしれない（例

として、Zoom を使ってのオンラインフォーラム開催を考えているが新たにビデオカメラ等機材の購入

が必要なのでその資金があると助かる） 

●非営利セクター向けの運営資金の助成 

●助成金が全額支給されるのか、法人運営に関するワンストップ相談窓口の設置 

●公的機関による、安全で安心できる活動の場であることの保障 

●職場環境整備や推進にあたる具体的なタイミングや方策、それを検討するための情報 

●入院中の方は保留として、在宅で水害被害にあった方に声かけをしていく予定。 

●wifi。zoom等の利用者のソフト利用のサポート。 

●補助金を下さい。マスク、消毒液不足。 

●受託業務で事務所運営をしているため、コロナウィルスの影響で受託事業の中止、及び減額となった

場合、事務所運営費用の補填 

●元々寄付のみで(民間助成金も)まかなっていますのでスタッフもボランティアなのでスタッフへの助

成金が必要です。 

●就労継続支援 B 型事業所の利用者が取り組む作業の確保 

●消毒液、マスク、その他 

●利用者さんが来てくれないと、経営困難になります。人件費の確保が難しいです。 

●マスク、空気清浄機 

●活動意欲が低下すると困るので、できる限り全員参加できる作業を進めている。多くの書画などある

ので再勉強しながら整理している。 

●個々の税金減免(住民税、健康保険、厚生年金等) 

●マスク、消毒 

●事業所通所者の食事及び賃金手当等 

●手指消毒剤(ハンドアルコール)の至急、マスクの支援、経営基準に関する緩和措置 

●中止と延期によって課題が変わってくる 

●生ものの長期保存に対応した冷凍庫の支援提供を希望 

●マスク等衛生用品の入手が困難であること。 

●研修、セミナー等が開催できるかどうか未定。 

●生活費、給与、陶芸活動費(原材料費) 

●災対共（部会での対策共有会議） 

●現在、税務申告の為決算を行っているが、100 万円近い赤字になる予想。 

●毎月の利用者作業手当が少なくとも向こう 6 カ月は払えない。約 20 万円を支援してもらえれば有難

い。 

●当面不要 



●マスク、アルコール消毒液 

●マスク、消毒液 

●通所生に対する金銭的な支援 

●マスク、アルコール消毒液 

●マスク、消毒液 

●通所生に対する金銭的な支援 

●ワークショップや講演活動、地域の高齢者などの安否確認等をネットで実施するためのサポート、資

機材の支援 

●活動資金の融資 

●今後感染拡大した場合医療材料が不足。人材と体制保障がない。 

●今のところは特にはない。 

 

 

４．その他、活動分野における新型コロナウイルスの感染拡大に伴う懸念をお教えください。 

●接客。教育などすべて人対人の活動の為、おそらく今後活動できなくなるだろうと思います。感染拡

大を防ぐのであれば、早く外出禁止などにして、鎮めるべきではないかな？と思います。不安が長引

くことで経済の回らなく、仕事もなく、学校にも行けないとなると、困るので早く大きな対策を取っ

てもらいたい 

●新規教室・新たなる基盤の為の事業が先延ばしになる。 

●今後もこのマイナス影響が続いたら、NPO 解散もやむを得ませんが、開業補助金をもらっているので解

散もできず…など、頭を悩ませています。 

●感染者などが、どこにいるかもわからず、イベント開催にあたり、主催者として判断のしようがない。 

●高齢障害者が多く利用しているので、感染リスクが高い。 センターの利用を制限すると居場所がなく

なり、孤独感や不安感が増す利用者も出てくることが予想される。 

●活動地域（ベトナム・フィリピン）において、中韓日人への差別が横行しつつあるため、数年単位の活

動休止も考えられること。そこから、会員の離脱、散会となることも考慮には入れている。 

●行政組織とのやり取りが多いが、自治体職員等のテレワーク化が進んでおらず、感染拡大の点からも、

事業の持続性・効率性の点からも、懸念があります。 

●今後の寄付減少や助成先団体の活動の停止 

●どの世帯も経済的に困窮し、利用者が増えるが今の体制のままでは応対し切れない。 

●研修や支援活動が、メインなので今後の会員への影響によりどうなるかわからない事が不安。 

●非正規雇用のひとり親家庭等の収入の減額。外出制限により、居場所がなくなる。また家庭の様子が

見えにくくなることで、虐待等の問題が察知できにくくなる。 

●物資の不足、活動自粛ムードのなかで必要な支援が遅れていくこと 

●スタッフや利用者など関係者に感染が及び業務休止状態となること 



●拠点を開所していると利用者が誰かしらあり、滞在時間が 3 時間以上と長いことから、感染対策の徹

底をしなければならないが、マスクや消毒液などの確保が難しくなる。 

●出前授業やイベント、講座などの自粛 

●カフェを運営しているが、そもそも開けていいものか非常に悩む。 

●途上国での活動が見通せない 

●子どもの体験やボランティア（社会参画）を扱うため、「人が集まる」ことが多い団体です。長引けば

長引くほど、団体の主幹事業にも影響が出るため長期化を懸念しています。 

●文化的活動の機会・場が失われてしまう危機感 

●いわゆる社会的弱者の声が益々届かなくなるのではないか。 

●始めての状況で地域も行政も業界も戸惑っており、今後活動再開に向けたタイミングや地域支援をど

う進めるべきかが判断できない。 

●広範囲に活動している利用者の方々の行動制限の声がけの限界。  

●食料品の備蓄をどのくらいすればよいか検討中。 

●世界の仕組みのパラダイムシフト 

●子育て世帯なので、孤立によるメンタルヘルスマネジメント 

●直接の対話ができないことによる、ツアーイベントの自粛。 

●ほとんどの利用者が服薬しています。高齢者もおり、重症化が懸念されます。 

●シェルター運営なので精神的にも利用者は最初からメンタルが弱くなっていらっしゃいます。経済的

にも困窮者が増え相談も増えると思われます。 

●B 型事業所として利用者の取り組む作業が減ってきているので、日中取り組む題材がない。 

●利用者(職員)に出た場合、どう対応して良いのか… 

●屋外での作業が今後取りやめにならないか懸念している。(里山にむけて竹林の伐採) 

●私達児童発達支援は保育園に準ずる為、今のところ、通所してくれていますが、ロックダウンになっ

たときに保障が全くないので、人件費が支払えず困る。 

●6 月からのイベントが開催できるかどうか。 

●観光地、町並みとにかく人が来ないので多くの事業者に影響大です。高齢と収入源で廃業などさらに

加速されるのではないか 

●感染者が出た時の閉鎖に伴う事業収入の減収と保障 

●今まで元気に集っていた ろう高齢者の居場所が奪われたことでフレイルの状態になりやすい。 

●終息が全く不明なので、長期的な支援施策が不可避と思う 

●次年度の売上に対する不安 

●福祉サービスの利用者の方や、その方をとりまく支援者との関係で、人と接することが多い仕事なの

で感染への不安は常にあります。 

●社会経済の不況で救済(自立)の道を一番先にたたれるのは、知的障害子(者)という社会的弱者であり

ます。創立 45 年一筋の道を歩んだ（※団体名）です。 



●明確な目標点のあいまいさから、真備で苦しんだ方と同じように、分かりやすい支援対策を行えない

まま、状況が悪くなってくること。 

●成年後見における身上監護の取り組み方 

●ヘビースモーカーも数人いるので、もし誰かが感染したら重篤になる可能性があるので心配である。

又お客様も年配の方が多いので、それも心配である。 

●現在もしもに備えて一日一組限定の営業スタイル(もしも感染者が出た場合にその経路を確保する為)

の為売上げ down 

●大きな影響はないと思われるが、マスクや消毒に関するものについての対策や改善があると助かりま

す。つながりだけでは、どうにもならないことがあるのですね…。 

●風評被害、収入源 

●１．通所の作業で、利用者又は職員に感染者が生じたら事業所を休業せざるを得ない。 

２．グループホームで利用者に感染・発症が生じたら、帰宅が無理な人ばかりであり、相当期間入院し

てもらう他ない。全てホームは個室だが、クラスター感染のおそれがある。世話人が 60・70 代で、

どう感染を防ぐか？代替勤務者を得るのは極めて困難。 

●運動教室休止による町民の体力・免疫力低下 

●あまりひろまると、訪問介護も心配。 

●お客様、うちの会員をどう守るか…。 

●指導員の大半が高齢者なので、職場での感染が心配。 

●地域の見守りや心身の健康促進及びストレスケアをサロン活動の中で行なっていた為、サロン活動が

出来ない状態が続くと、人々の健康に大きな影響が出てくると思われる。また、親子支援の場がなく

なると虐待のリスクも高まることになる。次期災害に向けての防災及び避難所運営や地域支援、災害

看護支援の啓蒙が出来ない状態が継続することによって、災害時の支援の遅れや救命に関わってくる。          

●感染者が出ると事業所をしめなくてはならなくなった場合、収入 0 となる。 

●定例会や講座が開催できない 

●いつ通常に戻るかわからないので今年度の事業計画が作れない。 

●支援が必要な方の状況 

●スタッフ、利用者への感染を防ぐために、拠点を閉めたいが、行政から通常通り開所するように指示

があり、できない。 

●高齢者や障害者であって在宅療養の為感染リスクが高まり PPE が必ず必要となる。岡山でもクラスタ

ー感染が起こる。 

●感染者が困窮状態にある場合の医療を受けにくい状況や、経済的打撃による新たな困窮者がどのくら

い増えるか懸念している。 

●福祉施設の為、利用者、入居者の命を守らなければならない。 

●会議等の開催について 

●県外からの参加者もあるので、岡山県及び近隣県の情報を収集したい。専従のスタッフがいないので、



連絡調整に手間取る。 

●現在はありません。 

●・自宅への訪問の為、マスクと消毒液の支給をしてほしい。 

・新規の入居者へのマスクと消毒液の支給をしてほしい。 

 


