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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 課題の⾒える化と⾏動できるコミュニティへ
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈みらいファンド沖縄
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈１万⼈井⼾端会議

事業実施概要

⼦どもから⾼齢者、障がい者までの⾒えなくなった課題をキャッチし、⾏動できるコミュニティネットワーク構築を試
⾏する。以下の事業を展開する。
①⾼齢者、障がい者、⼦育て世代の困りごと⽀援団体がキャッチするしくみとコロナ対策
②既存の居場所利⽤者の困りごとをキャッチできる機能の向上
③コロナ禍でもアクション出来るコミュニティネットワークの構築

ひとり親世帯の親⼦／いろいろな障がいや困難を持つ⼦どもやその家庭／孤⽴した家庭や⾼齢者

2021年6⽉15⽇

課題設定、事業設計に関す
る振り返り

振り返ると、当初の設定では事業実施期間はコロナ禍の影響がここまで⼤きくなるとは想定していなかったため、延期
や計画変更をすることとなった。必要な対象者や課題設定に変更はなかったため⼿法や規模縮⼩等に変更し⽬標に近い
状態を達成できたと感じている。特にセーフティネットを守っている訪問関係者、居場所関係者、⾏政関係者は研修予
定からヒアリングに変更したのが、かえって全体を把握するいい機会となった。地域円卓会議での事業まとめでは、コ
ロナ禍での課題部分がより整理され、セーフティネットに⼊っていない⼈に以下に創造性を持って内容していけるか
や、地域間や趣味、地縁などのゆるい繋がりが孤⽴を防ぐ⼊⼝になり得る事を確認した。また社会教育からのアプロー
チがそのゆるい繋がりを誘発する拠点としても重要であった。今後の情報の共有と研修機会につながり、コミュニティ
ネットワーク構築が継続できる事業となった。

今回の事業実施で達成され
る状態

①-1コロナ禍でも訪問・相談窓⼝が機能している。

実施時期: 2020年11⽉〜2021年5⽉
事業対象地域: 沖縄県那覇市識名⼩学校エリア
事業対象者:

考察
沖縄県では事業期間も多くの社会活動がコロナ禍で⾃粛されたが、コロナ禍前と⽐べると減少傾向にあるが訪問・相談を継続するこ
とができた。そうした団体のミーティング場所を当団体も確保し、「感染防⽌対策をしながら⼯夫してチャレンジする」意識が共有
されていった結果だと考える。

今回の事業実施で達成され
る状態

①-3 若⼿の孤⽴⽀援プロジェクトが継続されている。

指標 若い世代の地域参加

指標 訪問・相談件数

⽬標値・⽬標状態 訪問・相談実績120件

結果 620件

今回の事業実施で達成され
る状態

①-2 オンラインを活⽤した学びや交流ができる⾼齢者や⼦どもが増える。

指標 ①-2 タブレット・研修参加、LINE登録

⽬標値・⽬標状態 120名

結果 48名(タブレット利⽤⼦ども20名、タブレット利⽤⾼齢者6名、ＬＩＮＥ登録⾼齢者22名)

考察
在庫切れのためタブレットの⼊⼿に３か⽉程度かかってしまい全体的に遅れてしまった。タブレットを活⽤した⼩中学⽣の学習⽀援は実施でき、
⾼齢者向けにはスマホやタブレット勉強会は予定されていたが延期となっている。想定された対象者が「⽀援者とつながる」きっかけとしては、
いいツールだと実感した。

⽬標値・⽬標状態 20名

結果 8名



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

今回の事業実施で達成され
る状態

③地域の困りごとがキャッチしアクションに繋げている。

指標 定期的にミーティング開催

⽬標値・⽬標状態 3回

⽬標値・⽬標状態 300件

結果 450件

考察
屋外での出前の相談窓⼝を展開したり、困窮世帯など⾷料⽀援活動を継続することができた。また学校や家庭からの相
談から様々なケースに関わることが増えた。

考察
若い世代での企画が4つ⽣まれて動いている。また、今年度の地域計アクションプランの中でも⾼く評価され事業推進を
後押しされるなど、若い世代が地域で活躍できる環境が整ってきている。

今回の事業実施で達成され
る状態

②-2 コロナ禍でも居場所利⽤・相談窓⼝が機能。

指標  強化された居場所の変化

考察
コロナ禍で対⾯や・オンラインでの研修が⾒通せず、研修企画であった「それぞれの地域団体がだれをどのようにどの程度⽀援して
いるのかをまず共有する」をテーマに、ヒアリングしすることとした。23団体の聞き取りができ、研修で達成したかった情報は想定
以上に集める事ができた。この情報を活⽤した共有・研修を⾏う必要がある。

今回の事業実施で達成され
る状態

②-1 居場所の育成者のコミュニケーション⼒が向上する。

指標 ②-1 育成者の研修後の変化

⽬標値・⽬標状態 研修がよかった評価80％以上

結果 研修ではなく、ヒアリング調査に切り替え評価なし

これまで培ってきた地域ネットワークを基盤に、コロナ禍で⾒えにくくなった困りごとを⾒えるように意識を共有して
いったことと、⾒えていないものは何かを明らかにすることを意識した。進捗は、どれも変更点はあったにせよ形を変
えて取り掛かることができた。⽬標とするコミュニケーションツールも多様に継続され、計画として反映されコミュニ
ティネットワークが充実している。

活動 進捗 概要

困りごとを⽀援団体がキャッ
チする仕組み

結果 8回

考察
必要な会議の場が持たれ、地域のアクションプランに反映された。ただ、孤独死やＤＶ、育児放棄なども⽬にすることもあり、まだ
まだ困りごとのキャッチする機能は⼗分ではなく、きめの細かい⽀援体制を構築する必要がある。地域円卓会議が予定通り開催でき
た。

事業実施以降に⽬標とする
状況

コロナ禍においても那覇市の識名⼩学校区エリア(１万⼈規模)で、関係機関の訪問⽀援やオンラインでのコミュニケー
ションツールが継続され、各居場所の社会課題をキャッチ機能が強化され、課題の⾒える化が実現し、計画的にアク
ション出来るコミュニティネットワークが続いている。

考察等

既存の居場所の困りごと
キャッチ機能向上と研修

ほぼ計画通り コロナ禍の影響で研修は中⽌、ヒアリングに置き換えた。

居場所を活⽤した交流促進
サポート

遅延あり コロナ禍で⼈を集めるイベントができなくなり延期や、規模縮⼩しながら実施した。

訪問団体の研修とサポート ほぼ計画通り コロナ禍の影響で研修は中⽌。ミーティング場所の確保や研修に代わるヒアリングで対応し
た。今後はヒアリング情報を活⽤した研修などが必要と考える。

オンライン活⽤の孤⽴防⽌ 遅延あり タブレットの在庫切れで、全体的に⼦ども向けも⾼齢者向けも活⽤が遅れた。学校授業中で
の活⽤は、中々、先⽣が多忙な為、打合せと実施に向けて進みづらい⾯がある。

既存の居場所利⽤者の困りご
とキャッチする仕組み

若い世代による孤⽴⽀援プ
ロジェクトのサポート

計画通り 若い世代と4つのプロジェクトが始まり、今も活動をしている。

コロナ禍でもアクション出来
るコミュニティネットワーク



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

・

Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

・若⼿会でのプロジェクトでの交流型テイクアウト「揚げ物喫茶」やカフェへの⾷材栽培と提供で孤⽴しがちな⾼齢者
と繋がる仕組みなど、コロナ禍で想定以上に活動が広がった。
・タブレット貸出しと拠点のWi-Fi設置により、タブレットを活⽤してのワクチン接種予約サポートやオンライン授業が
実施できた。
・本事業を通して学校側や保護者との連携する機会が増え、信頼関係がより深まることで多様な相談ができるように
なった。

課題を取り巻く変化

事業の中で、コロナ禍でも活動を⽌めずに続ける⼯夫を、多くの団体がチャレンジできた。⼀⽅で課題をキャッチでき
る体制は、より対象者との関係性や関わる頻度、コミュニケーション⼒にも左右されるため、今後の体制づくりが重要
と捉え、隣近所の気に掛け合える関係性構築をアクションプログラムの柱とすることになった。多様な⽀援団体と関係
性が深まった分、これまで繋がってこれなかった困窮世帯との出会いや、関係機関との連携が取りやすくなったことで
アプローチの幅が増えた。対象者の直接的な変化は、まだ現れていないが孤⽴させない状況は改善した。

①、②の関係者と⾃治組織と
で構成されたネットワークで
ビジョン共有と円卓会議、計
画づくり

計画通り

繁多川地域計画にて事業点検とアクションプランを策定した。若い世代からも策定メンバーに⼊ってもらい意⾒
を反映させた。地域円卓会議は、地域でコロナ感染が増えていたことからオンラインでの開催となった。県内外
の参加者や地域の⾼齢者も公⺠館から部屋を分散し、事業で購⼊したタブレットから参加をするなど有意義な
ディスカッションができた。

⺠⽣委員・児童委員
毎⽉の定例会を継続。年度末の訪問時に150世帯分の困窮世帯へ
の配布物提供。

那覇市保護課児童⾃⽴⽀援
・児童⾃⽴⽀援員さんの役割が⾒えてきた。
・⽣活保護世帯の児童⽣徒や家庭が孤⽴しないようネットワー
クが結ばれた。

那覇市包括⽀援センター繁多川

・共にアクションプランを実施し、⾼齢者が孤⽴しな
いようプロジェクトを進めている。
・訪問⽀援時に活⽤できる物資の提供
・出前での集え買い物できる場所を共催で設置

・訪問⽀援を継続できた。
・出前で4か所のつどえる場を持てた。
・計画的なアクションプランを共に作成することができた。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

識名⼩学校

・学校前での朝の登校⽀援、学校を抜け出したり登校
渋り児童の居場所利⽤
・教育関係者と保護者の繋がり強化のための映画上映
会共催
・⽣活困窮世帯には⾷料⾷材提供等

・学校や児童⽣徒の保護者との関係性が深まり、相談が増え状
況がより⾒えるようになった。
・児童⽣徒が学校から⾶び出しても安全が確保でき、本⼈の気
持ちに沿ったプロセスで過ごせる機会が持てた。

以前は会議もコロナ過で中⽌していたが、セーフティ
ネットに関係する団体の会議場所を確保、また訪問⽀
援で活⽤できる物資の提供等

・⽣活保護受給世帯の児童について情報交換会を開い
た。
・地域の居場所として連携・共有して孤⽴させない⽀
援を⾏う事を決めた。

松城中学校 ・学校からの紹介で⽀援世帯に⾷料⾷材を拠点で受け
取り

・中学校を⼊⼝としたセーフティネット構築

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

合計 \2,835,350 \662,000 \3,497,350 \3,497,355 100%

108%
管理的経費 \775,000 \95,500 \870,500 \652,668 75%

事業費
直接事業費 \2,060,350 \566,500 \2,626,850 \2,844,687

補⾜説明
コロナ禍の影響と体制整備のため、計画変更や遅延があり事業後半に予算執⾏が移
動した。



有無

無

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

広報制作物等
2021年5⽉23⽇ アフターコロナの繁多川公⺠館を考える地域円卓会議
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCpGstaOzIBBFXYeFcoEnyE_5n-C3MSS4

報告書等 2021年5⽉23⽇ アフターコロナの繁多川公⺠館を考える地域円卓会議まとめ

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

2021年1⽉19⽇ 琉球新報 「⼦育て描く映画上映」 教育関係者と保護者との交流学習会
2021年3⽉10⽇ ⽇本農業新聞 「困窮者⽀援に役⽴てて 公⺠館に⽣活物資贈る」訪問⽀援や出前の集える場
で活⽤

2.  内部通報制度は整備されていますか。 規定に定め、全スタッフ研修での配布と読み合わせ

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

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 開催されている

はい

⾃由記述

・限られた期間であったが、必要なことをチャレンジするにはいい期間となった。継続して、活動を継承・発展させていきたい。

規定類を今回の申請に合わせて整備することで、健全な運営体制が向上した

7.事業次年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施

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 公開している

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

6.事業初年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

内部監査を実施


