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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: こどもの居場所×フードステーション
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: ⼀般社団法⼈ おきなわジュニア科学クラブ

事業実施概要

①児童の利⽤できる曜⽇を増やし、⾷事提供、学習⽀援、キャリア形成（オンライン国際交流やITものづくり）を実施。②1⼈親家庭、困窮
家庭、困窮⾼齢者、障がい者への⾷材配布を⾏うフードステーションを併設。寄付⾷材の収集、集積場としての機能と、地域の⽀援者が来
所し⾷材等を受け取り、必要な⼈に迅速に届けられるような拠点とする。 ③ 地域包括的連携による様々な福祉⽀援団体や機関と連携
し、交流事業やボランティア創出ができる場。④コロナ禍により、潜在的ニーズの掘り起こし⾒守り強化が急務になっており、地域の⾒守
りネットワークを構築する。

⼀⼈親、⽣活困窮家庭の児童・保護者・⽣活困窮の⾼齢者、障がい者 

課題設定、事業設計に関す
る振り返り

今回の事業実施で達成され
る状態

・配⾷⽀援において、⺟⼦寡婦福祉会会員、⽗⼦家庭、若年性妊産婦、困窮⾼齢、障がい者の潜在的ニーズの掘り起こしを⾏い、⽀援を継
続する。・配⾷⽀援をきっかけに相談を受け付け、必要に応じて⽀援機関に繋ぐ

実施時期: 2020年11⽉〜2021年4⽉
事業対象地域: 主に沖縄市、中部圏域 市町村
事業対象者:

① 居場所活動について→対象の新規児童数は計画数を超えた。中学校と隣接した⽴地場所でのニーズを想定して居場所を増設したが、計
画通り、中学⽣の来所が増え、ボランティアの育成にも繋がっている。また、居場所に通う児童、訪問⽀援による児童の中には困難事例が3
件あり、この児童に関しては、コロナ禍により、ネグレクトや不登校が悪化した。そのため訪問、配⾷、同⾏⽀援を含む、個別⽀援を実施
し、継続できている。（3件）
② ⾷⽀援について→拠点づくりが進んだことで、⾷材の助成⾦や寄付が増え、物資がストックできるステーションの体制が整った。毎⽉
15世帯に確実に⽀援ができており⺠⽣委員や地域住⺠からの利⽤が増えている。直ぐに対応でき、物資の内容が公的の⾷⽀援の材料と⽐べ
て使いやすい等、差別化を図った点が、地域⽀援に携わる⼈たちが活⽤しやすいことが確認できた。
③⾼齢者、障がい者への⾷⽀援「美らおうえん便」について→⾼齢、障がい福祉の専⾨職との連携により、公的⽀援サービスを利⽤できな
い層、⾒守りが必要な対象層のニーズを掘り起こし、⾒守り強化のしくみづくりが進んだ。⾼齢分野の利⽤者が計画より、数が少ないが、
障がい分野からは3⽉から増え、ニーズも再分化されている。⾼齢者介護サービス（居宅事業所）からも継続を望む声がある。特に、障がい
者相談事業所からは、この活動を継続していくため、今後の協⼒体制や連携を市の基幹センターとも協議したいとの提案があった。本事業
での実証により、⾷⽀援が、地域福祉連携活動の資源として有⽤であることが確認でき、今後さらに、地域課題とニーズの掘り起こしが進
むものと想定される。本事業の計画における、ニーズ、⽀援⽅法の設定は妥当であったと考える。

考察

・困窮⾼齢者と障がい者について→連携依頼した地域包括⽀援センター2か所や居宅事業所、障がい者相談事業所の計画相談員とのヒアリン
グで、当初想定した課題と⽀援の必要性が⼀致した。実施してみると、ニーズが細分化されており、配布頻度や配布設定⽇い増加があり、
実施スケジュールや⼈員体制の点で、想定外の動きが必要であった。今後の調整課題である。      ・児童のいる家庭への⾷⽀援に
ついて→⺟⼦寡婦福祉会は独⾃の⾷⽀援を⾏っており、会員数が少なく、会員も困窮度が⾼くないことが分かったため、配布対象から外し
た。また、若年性妊産婦の⽀援は市の⽀援員等からの繋ぎがなく、地域からの情報もなかったため、数字が達成できなかった。このことか
ら、今後若年層のニーズの掘り起こしは障がい分野や、若年層の⽀援に特化している⽀援団体との連携を計画していく。⽗⼦家庭は2019年
度から⽐較すると3件増えたが数字は達成されていない。⺟⼦に⽐べて、情報網がないため、増加率は低い。しかし特徴として⺠⽣委員や地
域⽀援者からの紹介で確実につながることから、今後は⺠⽣委員や地域活動者への案内をさらに強化していく。

今回の事業実施で達成され
る状態

・居場所に来る児童の放課後の安全が図られ、切れ⽬のない⾷事⽀援と学びの場が提供できている。

指標
・児童の⾃主的な申し込み、利⽤者数、⽀援機関からの依頼、紹介数・居場所を利⽤した地域での交流イベントに参加した⼈数・地域⽀援
機関関係者の訪問、ボランティアの⼈数。⾯談した保護者の⼈数

指標
・配⾷希望申し込み者数、⽀援機関からの訪問依頼、紹介数

⽬標値・⽬標状態
1か⽉配⾷⽀援→平均15世帯、年間120世帯、⽗⼦家庭を10％、若年性妊産婦５％、困窮⾼齢、障がい者１0％の掘り起こしを⾏い配⾷⽀援
を継続する。

結果

1か⽉配⾷⽀援→平均15世帯、年間124世帯、⽗⼦家庭4％、若年性妊産婦0％、困窮⾼齢、障がい者１8％となった。  このうち、本事業
で初めて取り組んだ⾼齢者、障がい者への⾷⽀援は、⽀援⼈数22⼈、世帯数12で、1⽉から徐々に増え始め、毎週1回〜⽉2回、⽉1回のニー
ズ別で1⽉から現在も継続中である。・⾼齢者、障がい者への⾷⽀援→孤⽴の防⽌、⾒守り強化と確実な⾷事摂取を⽬的に、ケアマネや計画
相談員等、専⾨職との連携により、困窮度の⾼いケースが確実につながった。課題として想定していた、8050（⾼齢の親とひきこもりや困
窮状況の⼦（単⾝）世帯、ひきこもり、公的配⾷サービスが受けれられない⽀援の狭間にある層への⽀援依頼があった。特に、精神疾患を
抱える対象者は個別ニーズが細分化されており、ニーズに合わせた⾷⽀援を通して、専⾨職が関わりやすい効果があることを今回確認でき
た。

⽬標値・⽬標状態 居場所利⽤延べ数が2000⼈

結果 児童利⽤数 1801⼈   ⼀般・学⽣ボランティア・保護者・地域関係者 662⼈ 計2463⼈

把

⽬標値・



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

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

今回の事業実施で達成され
る状態

指標

⽬標値・⽬標状態

考察

⽴地の特性から、徐々に中学⽣に居場所が浸透して、新規利⽤者数は⽬標値を超えた。⾼校⽣、中学⽣2名が⾃主的に毎週ボランティアを希
望するなど、今後、担い⼿の育成も図りやすい。また、2中学校との連携が図られ、困窮家庭児童の情報共有、⾏政⽀援員との連携⽀援が格
段に進んだ成果は⼤きい。半⾯、コロナ禍の影響で、利⽤数に波があり、また、後半は滞在時間の短縮、屋外スペースで過ごしてもらうこ
とが多かった。今後継続的に利⽤をしてもらうための⽅法、居場所での過ごし⽅、困窮家庭の児童が⼊りやすい周知・誘導⽅法を検討して
いく必要があると考える。

考察等

①の考察：事業終了⽉に、中学校へ、改めて周知と連携を働きかけ、意⾒交換し、学校教育、家庭教育、⽣活指導における課題を共有し
た。地域資源として、学校と家庭の中間にある「居場所」の役割と位置、課題の解決に向けて連携協⼒できることを明確に⽰した。具体的
課題である、困窮家庭の不登校問題を中⼼に、居場所として新規キャリアプログラムの実施、朝の時間帯の開所などを検討していく。 ②
昨年12⽉から障がい者⽀援相談事業所や、社協主催地域⽀援体制連絡会、⾃治会⼩地域福祉ネットワーク会議に参加し、活動を周知し、少
しずつ利⽤者を増やしてきた。⾼齢者において、緊急的な深刻な事例があったが、安定した⽀援サービスにつながるまでの期間、ケアマネ
と共に連携し、臨機応変に⽀援を⾏い、担当者会議に参加要請がくるなど、地域資源としての理解が図れた。また、障がい分野において、
精神疾患の場合、ニーズが細分化され、計画配布⽇以外への依頼も増えたが、これにも対応し、意⾒交換、情報共有を継続した。その後、
計画相談員から、地域における⾒守り強化と、相談員との関係性強化の点で、⾷⽀援活⽤が有効であるとの声があがり、沖縄市障がい者基
幹相談⽀援センターと圏域の委託相談事業所との会議において、本活動を地域で継続していくための協議をしたいという提案がなされた。
事業終了後、財源確保や役割分担、地域ボランティアの活⽤、⾃治会や協⼒団体への周知など協議し、継続していく。

活動 進捗 概要

居場所活動 計画通り 週5⽇、午後1時から8時開所。中⾼⽣を主な対象とし、⾷事提供、⽣活指導、キャリア形成実施。個別

結果

考察

事業実施以降に⽬標とする
状況

①必要なニーズの掘り起こしと、本来の居場所の⽬的を果たし、地域に必要とされる居場所を⽬指す。
②コロナ禍において、地域での孤⽴を防ぎ、⽀援制度からこぼれた層を⽀援する、地域福祉連携のモデルを構築する。（専⾨職と⺠間
NPO、地域住⺠ボランティア等で⽀える仕組み）

担い⼿ ボランティア育成 計画通り

児童福祉に携わる職業を⽬指している⾼校⽣が、昨年１2⽉から毎週1回、地域福祉の実践的な学びの場として、
居場所にてジョブチャレンジプログラムを受けている。また、今年1⽉から、隣接する中学校の学⽣1名が⾃主的
に毎週1回、居場所へのボランティアを継続している。書道師範の免許を活かし、児童への書道教室を⾏い、児
童の学習意慾の向上に成果を出している。

地域ネットワークづくり

遅延あり

コロナ禍により、定期的な開催は厳しいため、開催は延期した。しかし、核となる地域⽀援者1名を居場所にお
いて、教育アドバイザーとしての役割で4⽉からスタッフとして協⼒してもらっている。地域の教育関係者や⾃

治会関係者へのネットワークが強く広いため、今後の活動に、協⼒してもらう計画である。

⾷⽀援活動 ⾼齢者・障が
い 計画通り

⽀援世帯10、21⼈継続中 週1回から⽉1回までの頻度で、弁当や調理に使⽤する⾷材を配布継続中。ケーズご
とに⽀援機関と密に情報共有している。財源の確保が課題、調整中。

⾷⽀援活動 児童・⼀⼈親
困窮家庭

計画通り 平均⽉1回15世帯にまとまった⾷材を配布。個別ケーズごとに配布頻度も変え、訪問⾒守りを強化、状況の変化
があれば⽀援機関に情報共有。

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

居場所活動→拠点づくりができたことで、① 地域企業やJA⽣産者会、⾃治会との連携強化が図れ、本年度から居場所児童の⾃⽴と居場所
の運営財源確保を⽬的とした、農園活動を計画している。また、居場所開所⽇を増やしたことで、困難事例の児童への対応が強化され、親
を居場所にて就労させるなどの親⽀援も実施できた。そのことが波及し、中学校から、卒業前の児童の就労体験プログラムを依頼された。
すでに連携できていた農家の協⼒を得、プログラムを実施できたことで、中学校との関係性が強化され、その後の個別⽀援でも連携がとり
やすくなり成果は⼤きい。②当初想定した⾼齢者の⾷⽀援ニーズより、障がい分野からのニーズが多く、周知理解において、委託相談事業
所間の情報共有が進んだ。⾷⽀援の有効性から、沖縄市障がい者基幹相談⽀援センターと圏域の委託相談事業所が本活動を地域で継続して
いくための協⼒体制に向けて、協議の提案があり、地域福祉連携活動の新たな地域資源として周知が進んだ。

ICT活⽤ 遅延あり オンライン国際交流は計画通り実施しているが、ものづくりICT教室はコロナ禍のため、遅延している。プログ
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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）

課題を取り巻く変化

①⾷⽀援と居場所を同時に⾏った本事業では、⾷⽀援というアウトリーチ⽀援を通して、居場所での活動だけでは知ることのできない、コ
ロナ禍における、困窮家庭児童、特に療育が必要な児童の養育環境の悪化、ネグレクト、不登校などの実態把握ができた。このことから、
個別⽀援における⾏政との役割分担、情報共有の在り⽅、モニタリングの導⼊、医療的ケアを受けるための同⾏⽀援、⽣活⽀援等、アウト
リーチ⽀援の拡充の必要性があると考える。②障がい者への⾷⽀援において、⽀援対象者が精神疾患であるため、様々な個別の事情があ
り、ニーズも細分化されている。特に、⻘年層のひきこもりやセルフネグレクトで⾷事摂取に困窮している事例では、⾷⽀援を通して、確
実な⾷事摂取が図れ、安否確認もでき、⽀援相談員が連絡が図りやすくなったとの成果があった。また、配布時、対象者が徐々に話をする
ようになり、困り感を伝えてくるなど孤⽴感の軽減と、地域社会との接点を持つことことで、今後、ほかの⽀援に対する抵抗感を減らすこ
とにも繋がっていくと感じている。また、⾷⽀援の申し込みを相談員にするように徹底したケースでは、⽀援員が状況を確認できる機会と
なっている。制度の狭間にある層が確実に⽀援につながり⾒守りが可能な活動として、継続が必要である。

児童家庭 ⾷⽀援

・コロナによる収⼊減、⽣活困窮、養育⽀援が必要な家庭等、困窮の状況を把
握している⽀援者、関係者からの紹介で、確実に⽀援を届け、継続することが
できている。⽀援対象者の中には、相談もあり、他の⽀援機関をアナウンスし
たり、状況によっては相談窓⼝へ同⾏、病院受診に同⾏することができた。

障がい者⾷⽀援

コロナ感染疑いから、⾃宅待機となり困窮していた家庭に、緊急的な⾷材⽀援
を⾏うことができた。また、⻘年層のひきこもりやセルフネグレクトで⾷事摂
取に困窮している事例では、⾷⽀援を通して、確実な⾷事摂取が図れ、安否確
認も可能となり、⽀援相談員が連絡が図りやすくなったとの成果があった。

居場所活動

沖縄市⼦ども相談健康課・沖縄市⻘少年センター、沖縄市
教育委員会指導課⽣活サポートチーム、沖縄市保護課、越
来中学校、越来⼩学校、美⾥⼩学校、美⾥中学校、北美⼩
学校、美⾥っこ、知花⾃治会、美⾥⾃治会、JAおきなわ
ちゃんぷるー市場⽣産者会⻘年部、株式会社新花、株式会
社熱帯植物資源研究所、沖縄市社会福祉協議会、スリラン
カ、ガヤットリー⽒、うりずんファームとの連携協⼒

① 地域企業やJA⽣産者会、⾃治会との連携強化が図れ、本年度から居場所児
童の⾃⽴と居場所の運営財源確保を⽬的とした、農園活動を計画している。②
居場所開所⽇を増やしたことで、困難事例の児童への対応が強化され、市の⽀
援担当部署との情報共有やモニタリングも強化され、具体的な⽀援策を進める
ことができた。このノウハウを今後活⽤し、アウトリーチ⽀援を効率的に進め
ていく。③中学校との関係性が強化され、その後の個別⽀援でも連携がとりや
すくなり成果は⼤きい。④定期的な活動を希望する学⽣ボランティアが参加
し、担い⼿育成のノウハウを得る事ができている。学⽣がロールモデルとして
児童への成⻑に良い影響を与えている。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

⾼齢者⾷⽀援

地域型地域包括⽀援センター2か所 中部北、北部、⼩規模
多機能型デイサービス緑樹園の利⽤者から、⾷⽀援が必要
な対象者を選定。⾷⽀援のアセスメント、リスク検討、申
し込み時の説明、サポートを⾏ってもらい、配布決定とし
た。配布後は訪問時の変化等を情報共有している。

困窮⾼齢者の定期的な⾷事摂取、栄養バランスの改善、⽀援対象者と、同居す
る家族（家族も⽀援が必要で、専⾨につなげる⽬的がある）の状況、安否確
認、が定期的に⾏われ、⾒守りが強化されている。また、認知症で、緊急的に
在宅⽀援が必要なケースにおいて、確実な⾷事摂取と安否確認をケアマネと連
携して実施。その後、担当者会議でも必要性から継続依頼をされた。予防介護
だけではなく、居宅介護サービスにおいても、有⽤な地域資源活⽤活動として
位置付けられた。

⽀援センターおきなわ・相談事業所オハナ・放課後デイ
サービスオハナとの連携

共育ステーションつむぎ・沖縄市主任児童委員・美⾥っ
こ・美⾥⼩学校、美原⼩学校との連携により、⽀援対象者
の紹介を受けている。

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

合計 \2,623,580 \382,797 \3,006,377 \3,006,382 100%

100%
管理的経費 \398,280 \0 \398,280 \411,250 103%

事業費
直接事業費 \2,225,300 \382,797 \2,608,097 \2,595,132

補⾜説明



有無

無

無

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

報告書等

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）

2.  内部通報制度は整備されていますか。

３．上記設問２で「はい」の場合、利⽤はありま
したか。

利⽤はなかった

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

はい

⾃由記述

助成⾦を活⽤し、拠点づくりを実施できたことで、地域で孤⽴することなく、⽀援機関や学校との連携が強化され、今後の地域福祉活動の下地が整った。今回短期間で
はあったが、実証成果によって、具体的な協議が開始されており、今後は、専⾨職や市の機関をとおして活動の周知徹底を図り、活動を継続していきたい。と、同時
に、⾷⽀援を地域福祉連携活動に定着させるためには、⾃治会や地域有志ボランティアの理解と協⼒も得なけければならないが、あらたな地域⽀援の担い⼿の確保先と

して、⺠間の福祉事業所との協議体発⾜も視野に⼊れ、本活動を推進していく計画である。

本事業の業務内容に伴い、賃⾦規定を⾒直した。専⾨職との交渉が必要とされる場合や、介護や障がい
者福祉に関する基本的知識が必要とされる訪問業務、個別⽀援のアセスメントやモニタリングをもと
に、相談⽀援職との⽀援会議参加など、業務が多岐に亘るため、賃⾦をランク分けし、時給設定した。

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）

外部監査を実施

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

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）

外部監査を実施

〇広報制作
物等の内容
当該事業費
を使って製

「
は
い

「
い


