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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。

①受益者 ②課題

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

⑥結果

各団体の完了報告書、振返り会、円卓会議の発⾔とヒアリン
グなどで、6団体が以下のような点を指摘している。①コ
ミュニケーションが改善（コミュニティ、組織内、他の組織
や同業者との）し、ネットワークが構築できた。②以前から
の課題であるが資⾦不⾜でできなかったことが実施できた。
③組織の振り返りの機会になり、次のステージへのステップ
になった。④孤⽴化せずに連携ができた。⑤組織の課題があ
きらかになり、対策を継続的に⾏う計画である。
②-1: 完了報告書のアウトプット指標より：
1万⼈：タブレット研修参加者48⼈、若い世代参加8⼈
ONC:⽇本語サークル延べ300⼈、連携イベント40⼈
学童：勉強会参加者 名、教養講座参加者
ジュニア：配⾷⽀援12⼈、居場所児童44⼈
ちゅら：ICT研修参加者20⼈
フィル：練習参加者33⼈
（合計）495⼈②-2: 各実⾏団体の裨益した被⽀援者概数
1万⼈：学童30名、公⺠館利⽤50名/⽇、プレイパーク延べ
750名、イベント参加のべ500名
学童：実⾏委員所属機関（⼦ども⾷堂60名、児童館30名/児
童館/⽇、学童90名、保育所160名）、教養講座参加98名
ジュニア：配⾷⽀援12⼈、居場所児童44⼈
ちゅら：対象児童・⻘少年数 113名
フィル：児童30名
（合計）1,977名
②−3：各実⾏団体の⽀援者概数
1万⼈：職員26名、⺠⽣委員・教育部会などのﾘｰﾀﾞｰ90名
学童：実⾏委員所属職員65名
ちゅら：ICT利⽤職員数20名
フィル：講師研修参加者10⼈
（合計）211名

課題設定、事業設計に関する振り返り

＊（課題の設定は適切であったか）：事前に⾏ったNPO調査（新型コロウィルス感染拡⼤への対応及び⽀援に関する沖縄県内NPO法⼈等緊急アンケート）の結果をベース
にして課題の分析を⾏ったこと、また当財団が⻑年のNPOとのネットワークから得た知⾒があることから、当財団による課題の設定は適切であったと⾃⼰評価している。
また、各実⾏団体も、それぞれに課題分析においては、通常から対峙している課題を取り上げていることから、適切であったと評価できる。
＊（想定した対象者にリーチできたか）：各実⾏団体からの報告によると、想定した対象者にリーチできただけではなく、波及効果、想定外の効果も多く得られたとのこ
とである。資⾦分配団体としては、これら６団体を対象として適切にリーチできたと考える。
＊（ニーズの変化、プロセスの変化に対応できたか）：沖縄は、島嶼県かつ観光⽴県であること、⽶軍基地があることなどの特殊事情の影響もあって、コロナの状況は全
国でも最悪の状況に陥り、緊急事態宣⾔が続いたが、各実⾏団体は事業計画全体は変更せずに活動内容を⼯夫するなど柔軟に対応することができた。

１万⼈：地域円卓会議１回
ONC：新聞記事2回、イベント動画発信、リソースブック300
部
学童：新聞11、ラジオ多数回、広報物２種(32,500部）、動
画１
フィル：演奏発表会ちらし、映像放映
MFO：HP・FB多数回、円卓会議３回（計67名）、FM那覇
ポットキャスト5回
（合計）：発信回数約50回、対象者30,000以上

本事業では、計画段階で⽰した指標は⼗分以上に達
成されたと⾔える。ただし、評価計画段階では
MFOのアウトプットと各実⾏団体の事業計画での
アウトプットとのリンク・整合性が不⾜していた。
そのためここでは左記のように指標を３つに分類し
た。
②ー１は実⾏団体が完了報告書で⽰したアウトプッ
トの合計。
②ー２は実⾏団体が対象としている⼦ども、住⺠な
どの所謂「被⽀援者」。
②−３は、本事業に携わって被⽀援者を⽀援しつ
つ、本事業から裨益し、今後の活動を継続的に⽀え
る役割を担う団体の職員、地域のリーダーなど。

本事業は、②-3という対象者を含めた点、つまり組
織基盤の強化を⽬標に設定した点で特徴的であった
が、これは各実⾏団体のニーズに合致して、成果は
⼤きかったと考察する。

考察等

１．各実⾏団体は、アウトカムについて以下のような考察を⾏っている。
①１万⼈：継続のための基本体制が改善・強化された。
②ONC：２地域における⽇本語サークルの活動、それを通した交流・地域との繋がりができたが、他の⽬標に関しては取り組みが弱かった。
③学童：メディア、講座、勉強会を通して、⼦ども関連の組織・団体・個⼈が連携するきっかけを作り、社会への発信ができた。今後も続ける。
④ジュニア：活動継続のためのベース（拠点、成果による実証、信頼と連携など）を築き、すでに次のステージで活動している。
⑤ちゅらゆい：法⼈の本来の活動の改善と強化に繋がり、次なるチャレンジのステージに進んでいる。
⑥フィル：⼦どもたちの居⼼地の良い居場所となり、講師の質が向上し、地域の理解と応援を得て、今後の活動のための⾃信を得た。
２．政策提⾔に関しては、実⾏団体が独⾃で⾏ったケース（ONC、学童、ジュニア）に加えて、MFOは事業終了時に提⾔を含む報告書を作成し、政治家、活動家、⾏政な
どの関連機関に配布する計画を実⾏する。また、当財団は、通常の諸活動の中で社会への発信、政策提⾔を継続的に取り組む。

⑦考察

①各実⾏団体が⾃ら、
体制について整備でき
た点を認識しつつ、残
る課題とその対策につ
いての計画をもってい
る。

MFOは、公募の段階から事業開始、事業開始後において、相談会の
実施、⽉次報告の段階での密なコミュニケーションを⾏ったことは
効果的であったと評価している。また円卓会議を全団体対象または
個別で合計４回実施していることから、伴⾛効果が⾼まった。

事業実施以降に⽬標とする状況
実⾏団体が事業を継続できる体制を整え、社会的に孤⽴する⼈々に対する⽀援ができている。さらに事業が取り組む課題の明確化と社会との共有がなされ、リーチした現
場の⽅々との声をもとに新しいセーフティネットの政策提⾔が発信されている。

⑤⽬標値・⽬標状態

③メディア、SNS、パ
ンフレット、円卓会議
などによる発信の回数
10回、対象者3,000⼈
以上

コロナ対策は時の話題であり、NPOや市⺠が⾏う
活動はメディアが取り上げることも多く、⼀般市⺠
の興味も⾼い時期であったこともあり、コロナ禍で
浮上した社会課題について発信する良い機会であっ
たともいえる。⼀時的なもので終わらないように、
継続的に発信を続ける必要がある。

②６団体トータルでの
べ300⼈／年以上のケ
ア・⽀援が継続でき
る。(各団体の完了報
告書及び実情調査に
よって右記のように被
⽀援者の数を整理し
た）

③今回の事業実施で達成
される状態
（アウトプット）

実⾏団体⾃体の実⾏体
制を整えつつ、各事業
実施団体が⾏う相談業
務・交流事業・個別訪
問当の⽀援業務を通し
て、社会的に孤⽴して
いる対象者に対して、
ケアできる状態を⽬指
し、実⾏団体独⾃の活
動と資⾦分配団体の⽀
援によって、地域社会
と課題を共有する。

④指標

①社会課題に向き合う
実⾏体制の整備状況

②社会的に孤⽴してい
る対象者の被⽀援者数

③地域社会との課題の
共有の回数と対象者数

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: コロナ禍で孤⽴したNPOとその先の⽀援：アフターコロナに必要な
団体の存続のために

資⾦分配団体名: 公益財団法⼈みらいファンド沖縄
実⾏団体数: ６団体

事業実施概要

本事業は、対象者設定が多様で「脆弱な⽴場におかれていることから孤⽴しやすい⼦ども、若者、⾼齢者、外国⼈」とし、活動内容もNPOが通常（コロナ以前から）⾏っ
ている活動の延⻑線上にあってコロナ禍で浮き彫りになった課題に対応する事業を想定したことから、多様な実⾏団体による様々なジャンルの活動によって構成された。
多様さは想定しつつも、事業計画では以下の３つの共通⽬標を置いた：①社会的に孤⽴する⼈々に対する⽀援が途切れないようにする、②これらの⼈々を⽀援する団体の
体制整備を図る、③団体の取り組む社会課題を住⺠をはじめとするステークホルダーとも共有し、今後の社会的危機に対応できる体制づくりのための調査活動に対する⽀
援を⾏う、である。結果的に、選定された実⾏6団体は、⽀援対象が⼦ども・若者・⾼齢者、外国⼈となり、それぞれの事業の課題、⽬標、アウトプット、活動、指標も多
様なものになった。しかしながら、完了報告の時点で、各実⾏団体の完了報告書を読み解くと、本財団の設定したこれら３つの⽬標に沿った指標に分類できるだけではな
く、その達成状況を表すものとなった。以下、これらを照合させながら評価する。
（以下、本財団をMFO、実⾏団体名を省略して記す：①１万⼈②ONC③学童④ジュニア⑤ちゅら⑥フィル）

実施時期: 2020年8⽉〜2021年7⽉
事業対象地域: 沖縄県

事業対象者: ひとり親所帯、⼦どもの居場所（公⺠館や児童館、学童を含む）、依
存症関連、離島、⾼齢者、外国⼈留学⽣等



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

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

 ・機材の整備と動画作成と配信
琉球フィルハーモニック

 ・担い⼿育成 計画通り 地域⽀援活動に関⼼の⾼い学⽣等にボランティアで参加してもらい、運営⽅法や地域活動についてのノウハウを共有する。
沖縄⻘少年⾃⽴援助センターちゅらゆい

遅延あり アプリ開発の遅延が始動の開始を遅らせたが、導⼊後も２ケ⽉間試⽤しつつ使⽤感を⾒直してシステムを改善している。
活動は遅延したが、短期間に集中的にかつ連続的に⾏ったことから効果は⼤きく、想定以上の質の⾼い作品が完成した。
対象の⼦どもたちが動画作成のための研修を⾏い、作品を配信（内部⽤）した。

モザイクアプローチという特殊な調査を⾏う予定であったが、コロナの影響を受けて実戦練習が困難になり多様な学びはあったが報
告書作成には⾄っていない。

 ・ネットワークの構築・強化・活⽤

 ・地域機関との連携 計画通り 困窮家庭などへの⾷材配布。⽀援機関との情報共有、訪問⾒守り強化など。

 ・⼦どもの遊びについての調査
遅延あり

 ・ICTアプリ活⽤ 遅延あり

 ・フードステーション（拠点）設置 計画通り

ほぼ計画通り

計画通り 児童への⾷事・学習⽀援、⽣活指導、個別⽀援、オンライン国際交流やIT物作り教室、キャリアプログラムの提供、週５⽇開所
地域の児童福祉、地域福祉連携の拠点「おきなわ地域・こどもサポート」新設

 ・⼦どもの居場所、キャリア教育

マスメディア情報発信11回、広報物２種類、動画1種類、ラジオ、新聞、テレビニュース等
 ・⼦どもの遊びを⽀える学習会

99%

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

課題を取り巻く変化

MFOは事業開始時には、コロナ禍においては従来の社会構造の中でも最も弱い階層にしわ寄せがきたと分析していたが、実際、沖縄県は全国でも最悪の陽性者数になり、
脆弱層への影響は深刻であった。そんな中でも各実⾏団体は、課題点から⽬を離さず、むしろコロナ禍だからこそできることを捉え、チャンスとするという活動の⼯夫が
報告されている。各団体の報告の中から以下を抜粋する。
①⼀万⼈：課題のキャッチをする仕組み改善が、声の掛け合い、他団体との連携の強化による孤⽴させない状況の改善につながった。
②ONC：孤⽴した個⼈の活動が地域の活動に広がった。
③ジュニア：「制度の狭間にある層が確実につながり⾒守りが可能な活動」を実施した。
⑤ちゅら：オンライン活動による活動のひろがり、就労の可能性の発⾒。
⑥フィル：対象のこどもたちにとっての居場所が「また来たい場所」になった、実⾏団体が今後の活動の課題を明確にしつつ⾃信を得た。

 ・ICTアプリ開発
遅延あり

４事業所の実情把握とニーズ調査は想定以上の時間を要したが、課題が明確化し、その対応も可能になり、データ管理、オンライン
作業の効率化、セキュリティ確保など想定外の成果を挙げることにつながった。

 ・ICTアプリ始動と改善

連携する⽀援団体のヒアリング調査は⾏ったが研修は⾏えず。IT活⽤は遅滞気味だが若い世代のプロジェクトが活性化し
た。

研修は中⽌したが、ヒアリング調査を実施。イベントは遅延し、規模を縮⼩して実施。

公⺠館が実施する「繁多川地域計画」の事業点検とアクションプラン策定を⾏った。若い世代も参加。地域円卓会議にオ
ンラインで地域のリーダーも参加。動画共有。

 ・コロナ禍でもアクションできるコミュニティ
ネットワーク ほぼ計画通り

沖縄NGOセンター
 ・既存の情報の整理と新規の現状調査

中⽌
多くの団体・組織が情報発信をしている中でONCは誰を対象にどんな内容をカバーするべきかを決定することに多⼤な時
間がかかることが認識され、事業計画の⽢さが露呈した。
本法⼈がもつ既存の繋がりとスタッフのもつ⼈脈を⽣かしたネットワーク強化を狙ったが、描いた成果を達成するには時
間が不⾜した。他⽅今度活かすことのできる確実で新たな繋がりを掘り起こすことはできた。

既存のグループの活動は計画以上の進捗と成果であったが、他の地域での活動は遅延した。

沖縄県学童・保育⽀援センター

 ・⼦どもの遊びについての佳克活動 計画通り

 ・社会への働きかけと協⼒依頼 ほぼ計画通り ちらし配布などは計画通り実施したが、募⾦箱設置や協賛依頼はコロナの影響を受けた。

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

練習会、コンサートは⼀部コロナ感染予防のためキャンセルされたのもあるが、収録によるオンライン配信などによりほぼ計画通り
実施した。
２回の研修会をオンラインで実施した。

ほぼ計画通り

計画通り

 ・練習会とコンサート

 ・指導者向け研修会

MFOの事業計画の段階での指標設定は、実⾏団体の指標との整合性・リンクが不⾜していたが、上記の通り、結果的には、全体として、各実⾏団体のアウトプットを⾒る
と、MFOが狙った共通⽬的である、①⽀援継続、②体制の整備、③社会への発信、の達成につながっていると総括できる。その上、各実⾏団体による想定外のアウトカム
を⾒ると、これらの３つの⽬標が達成されたという表現が直接的に指摘する以下のようなことが以下のように表現されている。
①１万⼈：コミュニティメンバーによる活動の広がり、IT活⽤による波及効果、信頼関係の深まり。
②ONC：オンラインの強化による活動の広がり、地域のグループとの出会いと活動開始。
③学童：当初の予定に「保育」分野を含めたこと、ガイドラインの配布希望が⼤きく広がったこと。
④ジュニア：居場所、⾷⽀援、地域の⽀えあいの連携、今後の活動の⽬途など⼤きな成果をあげた
⑤ちゅら：組織の体制の改善、規定類の⾒直しと改善、IT技術の向上。
⑥フィル：フェロー（卒業⽣ボランティア）による他の活動との繋がり作り。

合計 \22,212,000 \3,198,000 \25,410,000 \24,072,363 95%

94%
管理的経費 \2,772,000 \1,038,000 \3,810,000 \3,678,344 97%

事業費
直接事業費 \19,440,000 \2,160,000 \21,600,000 \20,394,019

プログラムオフィサー関連経費 \2,602,000 \231,000 \2,809,258\2,833,000

活動 実績内容 結果・成果・影響等
沖縄県セーフティネット協議会 本事業の公募時の広報、協議会の加盟団体へのヒアリングの協⼒ 協議会の協⼒により、短い期間で効率的な広報とヒアリングができた。

沖縄市⺠活動⽀援会議、助成団体ネットワーク、沖縄⼤学⼈⽂学部 福祉⽂
化学科 教授、沖縄タイムス。那覇市議会議員、公益社団法⼈法⼈地域振 那
覇市まちづくり協働推進課

地域円卓会議の着席者としての協⼒
３回開催した円卓会議の着席者として、学術、マスメディア、NPO、⾏政の専⾨家が円卓を囲
んでテーマに沿った議論を⾏い、課題やアクションについて深めることができた。

ほぼ計画通り 学習会実施回数３回、参加者のべ112名
おきなわジュニア科学クラブ

活動 進捗 概要

⼀万⼈井⼾端会議
 ・困りごとをキャッチする仕組み

ほぼ計画通り

 ・既存の居場所利⽤者の困りごとを
キャッチする仕組み ほぼ計画通り

遅延あり

各実⾏団体の活動詳細 ※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
実⾏団体名

 ・サポート活動地域への発信・意識啓
発

遅延あり

 ・地域への発信・意識啓発 計画通り 発信⼿法はSNSやメディア活⽤を計画していたが、上記の他機関との連携を通した情報発信と啓発活動に切り替えて実施した。



有無

有

有

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

⾃由記述

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

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。

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

広報制作物等 ラジオ番組（FM那覇「ヒトワク」）で収録したPODCASTを当財団HPにてアップ

報告書等 （仮称）「コロナ禍におけるNPOのチャレンジ実例」

補⾜説明

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）

①円卓会議の開催３回（ズーム＆対面)＠2021年3月24日(申込44/参加19)、４月7日(41/26)、5月25日(40/22)と動画アップロード

②FM那覇「ヒトワク」に５実行団体がインタビュー出演（各２０分）

③WEB（当財団のHP、FB）


