
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【第二回】 最終結果報告書 

 

回 答 数：30 件(うち、無効 0 件) 

対  象：岡山県内 NPO 法人及び市民活動団体 

対象期間：2020年 4 月～5 月において受けた影響について 

開 始 日：2020年 5 月 20 日 

締め切り：2020年 6 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 741 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 

 

＜調査結果概要＞ 

・前回調査(第一回)より回答数が大幅に減少。59 件少ない回答となった。 

・87%の団体が活動の中止や縮小等の影響を受けており、56%の団体が団体の経営への影響を受けている。 

・4 月～5 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 16 法人における被害額は平均で

552,300 円、最大で 1,150,000 円である。 

・多くの法人で、感染症対策のために集客イベントは中止、施設は閉鎖の傾向となっている。 

・総会の開催方法を含め今後の法人運営の在り方の再構築、各事業の再開などにむけた必要な対策の検

討など、「アフターコロナ」へ向けた支援が望まれている。 

 

１．回答数 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

30 件 89 件（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、集計からは除外） 

 

 

２．回答方法 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

FAX 16 

フォーム 12 

E-mail 2 

n= 30 

 

 

 

FAX 34 

フォーム 51 

E-mail 2 

n= 87 

 

 



３．回答者の属性 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

特定非営利活動法人 23 

一般社団法人 3 

その他の法人 0 

任意団体 1 

非公開 3 

n= 30 

 

 

 

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 

 

 

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。 

 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

１現在影響が出ている 26 

２今後影響が出ると思う 1 

３当面影響は出ないと思う 3 

４わからない 0 

n= 30 

 

 

 

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。 

●行政の指導で公益的教室などが全部休止しているので運営にマイナスがでている。人件費などの捻

出が難しい。 

●公共施設の管理運営を受託しているが、施設が閉館となったため収益が見込めない状況 

●イベント等自粛による活動費なし 

●定例鑑賞会（4 回）の延期、年 1回の外遊びのイベント（イベント名）の中止、プレーパークの約１



か月間休止、夏休み(イベント名)の中止、自然探検（7 月実施）の中止、20 周年記念事業（パーティ

ー、イベント）の 1 年延期、委託事業が実施できるかどうか見通しが立てにくい。 

●共催活動が互いの温度差のため開催できない。 

●総会の来賓自粛と委任状による書面評決のお願い、講演会の中止、定例会などの中止 

●就労継続支援 B 型の作業活動の激減、単価の低下 

●経営するサロンの通常営業が出来ない 

●・食堂閉鎖 

・来店客減少による店頭販売減少 

●地ビール醸造販売事業がイベント中止、飲食業の不振で大きくダウンしています。 

●事業の継続、会員の減少 

●福祉サービス事業で障がい者の就労継続支援事業所を運営している。障がい者の収入は、当事業所で

焼き菓子や手芸品を作り、地域のバザーに出店し、得た収入が主であるが、昨年度末からほぼ全ての

行事バザーが中止となる、作業収入は減少。障がい者に払う工賃を捻出できない。 

●5/25 以降、保健所からの委託事業で、子どもたちとの直接の交流支援が休止となった。 

●高齢者住宅での見守り支援時 検温・アルコール消毒・面会禁止 

相互マスク着用の上「三密」防止消毒等十分に徹底できていない。 

●障害者作業所で行う作業がストップし、収入の減少、利用者が社会参加する機会が減少し た 

●DV 被害啓発セミナーが密になるため中止になりました。 

形を変えてするためには一回のところを 4 回くらいに分けて少人数でするため経費がかさみます。 

県外からの受け入れがなかなか出来なくて助けてあげたくても難しく電話での相談回数が増えて対

応に追われております。 

更にスタッフ自身も経済的に困ってきた人も出てきて活動そのものに関わることが減少し、一部の

スタッフに多大な重圧がかかっています。 

●観光客の予約がすべてキャンセルされたし、新規予約はありません。 

●主に精神障害者を対象とする地域活動支援センターⅢ型と地域生活援助事業(GH)を運営しており、

GH の世話人(高齢者 3 名)の入居利用者との直接接触を減らすために、世話人の調理中に入居者は食

堂に入らないよう指示し、夕食が出来上がったら世話人はすぐ帰宅するよう指示した。それにより、

入居者と世話人との会話の機会が減り、会話を通しての日常的な気持ちのケアがしにくくなってい

る。サビ管と指導員は通常の勤務をしているが、高齢の管理者はテレワークを主としているので、GH

及び地活センターともに、利用者との日常会話や心理的ケアが手薄になっている。主に精神障害者を

対象とする当事業所として、これは大きい負の影響である。 

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、支援内容を変更した。 

●サロンの中止 3 月～、総会中止 5 月(3 役出席と委任状で開催) 

●各自、自粛されている。 

●・企画していたイベント・大会の中止 

・スポーツ教室の中止 

●イベント開催の延期 5/17→9/20（公共施設の利用制限のため。９月実施の際も人数制限の可能性有） 

●役員会、定例会が 3密のため休止状態になっている。 

●イベントの開催の予定が立たない。市内で実施される後援会や講座が中止や延期になった為、いつも

ある託児依頼がなくなった。 

●施設の利用禁止措置や教室等への会員の参加自粛 



（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。 

 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

１現在影響が出ている 17 

２今後影響が出ると思う 8 

３当面影響は出ないと思う 5 

４わからない 0 

n= 30 
 

 

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) 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

 

 

１商品やサービス等の売上・ 

受注の減少 
11 

２製品やサービス等の売上・ 

受注の増加 
1 

３顧客や利用者の減少 12 

４委託費や補助金の減額 4 

５出勤抑制や休校等により 

スタッフの確保が困難 
3 

６その他 5 

 

 

 

１商品やサービス等の売上・ 

受注の減少 
20 

２製品やサービス等の売上・ 

受注の増加 
3 

３顧客や利用者の減少 23 

４委託費や補助金の減額 12 

５出勤抑制や休校等により 

スタッフの確保が困難 
10 

６その他 11 

  



 

 

 

 

(１.３.４を選択された方)  

調査対象期間中(2020年 4 月～5 月)の減少した売り上げ見込み等の金額 

＜具体的な金額を回答いただいた 16 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。 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

最大値：1,150,000 円 

最小値：  100,000 円 

合計額：8,836,800 円 

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) 

（今回）第二回調査(2020年 4-5 月) （前回）第一回調査(2020年 2-3 月) 

 

 

 

 

 

１資金の支援 15 

２物資の提供 4 

３食材の提供 1 

４わからない 12 

５その他・特になし 0 

 

 

 

１資金の支援 41 

２物資の提供 24 

３食材の提供 8 

４わからない 25 

５その他・特になし 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的に希望される支援策 

＜１資金の支援＞ 

●人件費に充てる資金の迅速な支援 

●持続化給付金 

●オンラインセミナーなど開催に向けてのノウハウが知りたい、運営継続のための資金援助 



●通販に切り替えるしかない状況です。購入支援を。 

●シェルター維持のための支援金、スタッフへが継続していけるようにするための助成金などが欲し

いです。 

●一般社団法人が活用できる補助金制度の拡充 

●支援があれば助かりますが、多くの困っている人がいるので、現在は自分たちで何とか乗り切りま

す。 

●具体策（自由記述）：上記２に述べた状況で、4～5 月(イベント名)売上分 40 万円、10～11(イベン

ト名)売上分 40 万円、通常月の売上合計 40 万円、合計約 120 万円の資金支援をいただければ、店

の年間家賃 36 万円他光熱水費などを支払い、利用者の作業工賃をあまり減額しないで維持できる

かと考える。 

●就労継続支援 B 型、地域活動支援センターⅢ型を休止してしまうと、通所者、指導員の給与が支給

できなくなるため、その際の保障が必要となるかもしれない。 

●国及び町による特別給付等 

＜２物資の提供＞ 

●非接触温度計等の活用も考えるべきかと思う。 

●非接触の体温計が入手出来ない 

●第二波による、消毒液、マスク、手袋、ガウンなどの不足 

＜４わからない＞ 

●普段ですら他者に SOS を出すことには勇気を必要とするが、コロナはこのように孤立しがちな人た

ちを益々孤立させているのではないかと懸念しています。 

経済的な低所得者、ひきこもっている者、一人暮らし高齢者、障がい者、母・父子家庭など(特に社

会福祉の狭間にある方々)、一般的に孤立しがちな方々に対して、コロナ禍や災害発生時において

も、関係機関・団体等が連携して、アウトリーチな見守り活動を行うことが肝要と考えています。 

このような活動につきリーダーシップをとる機関・団体等があれば、幣団体はこころのいのちに寄

添う相談分野で、協力できるものと考えている。 

●B 型事業所への仕事のあっせん 

●・風評被害 ・収入源 

●障がい者が作った商品の販路 

 

 

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。 

●当法人は健康づくりをも主な事業としているので集まれないことによる教室の開催に向けて今ま

で通りの参加者が見込めない。運営面において非常に不安である。行政からの受託事業なども事業

縮小を聞かされている。運営基盤も弱いがもっと苦しくなる。事業もできないのに寄附を集めにく

いなどかなりの不安だらけである。 

●子どもの心身の発達、創造団体の休業、廃業により文化芸術が途絶える、ボランティア活動の衰退、

人間関係の希薄化、孤立化 

●仮設団地の中には、より一層孤立感を深めた住民がいるものと考えられる。 

●発達障害のお子さんを持つ家族は、保護者のメンタルサポートが欠かせない。家庭内暴力、ネグレ

クト、鬱、など、小さな社会である家庭の安定が崩れていることが今後大きく影響すると心配して

いる。 



●高齢の利用者の割合が高い施設なので感染の拡大が心配 

●今後第二波などの際での活動自粛により、経済が回らなくなる事 

●①スタッフのモチベーション低下 ②売上げ回復の目途立たず 

●グループホーム事業はスタッフ、利用者どちらの感染が出ても大変な状況になる。スタッフの補充

が困難。応援体制が必要となります。 

●今のところ特に影響は受けていませんが、居宅介護事業も行っているので特に注意をしてサービス

提供しています。通所Ⅲ型でも、基本的な注意事項は、来所者全員が危機感を持って守っています。 

●作業所の閉鎖になると、職員の給与も払えない。障がい者(精神)の日常生活の乱れやストレスが増

え、不安が増していくおそれがある。 

●感染第二波による秋～冬にかけての活動 

●高齢者のみの住宅で「３密」になり易いうえ夜間の管理は個人個人の意識向上にたよることになる。

(目がゆきとどかない) 

●障害者支援の現場で感染者が出た場合、代替サービスを模索する必要があるが、福祉資源の少ない

地域では代替するものがなく、障害者を支えるものが途絶えてしまう可能性がある。また感染者が

出た後の風評被害など。 

●DV 被害の増加により相談、保護依頼が 3 倍となっています。今後は貧困も利用者は増えスタッフは

活動継続出来るかが心配です。 

●地域活動の制限の長期化 

●長期にわたり客は来ない。 

●利用者・家族・職員いずれかに COVID-19 感染が生じた場合：①地活センターは休業し、家庭での生

活の様子・健康状態を職員が把握する。②GH に感染が生じたら、利用者は軽症でも入院を要請し、

非感染の世話人は極力勤務時間を減らし、給食は基本を弁当などで凌がざるを得ないが、GH運営は

休止できない。果たして最低限のケアレベルでの運営がどこまで可能か大変懸念される。 

●作業受注の再開（時期・数量等） 

●利用者及び高齢者住宅にて感染者が出た場合、運営中止となり、その後、風評による法人運営が困

難になる懸念がある。何としても感染者を出さないようにある程度の規制の継続が必要 

●不自由な生活がいつまで続くか利用者も職員も疲弊している 

●拡大すると休止を続けないといけないので、休止前に戻るのか不安である。 

●今後、スポーツをするためのコロナウイルス対策 

●〇イベントの実施方法に検討が必要。 

〇東京等県外の方との連携を予定しているが計画どおりに実施できるか不明 

●・役員会や定例会がこのまま休止し続けると会員の減少につながり、運営が成り立たなくなる。 

・3 密状態で運営するため、感染しないか心配である。5 月の総会もこのままでは開催することが

難しい。(インターネット開催は環境が整っていない。) 

●感染拡大により事務所の運営ができなくなる事、活動ができなくなること(企画しているイベント

活動、託児の依頼がなくなること) 

●特に高齢者の運動不足による免疫力低下筋力低下等 

 


