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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体）

● 提 出 日 ： ２０２１年  9 月 30  日 

● 事 業 名 ： 外出が困難な離島在住の医療的ケア児と家族の応援プロジェクト！ 

● 資金分配団体 ： 公益財団法人 お金をまわそう基金

● 実 行 団 体 ： 公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： þ 有 ☐無

① 実績値

アウトプット 指標 目標値 達成時期 現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

家族全員旅行 実施した回数 46 回実施目標／３年間 2023.03 11 回実施 3 

交流イベント 実施した回数 12 回実施目標／３年間 2023.03 6 回実施（内、2 回はオ

ンライン）

2 

インタビュー 実施した回数 60 回実施目標／３年間 2023.03 22 回実施 3 

アンケート 実施人数 1 回実施人数 1000 名目標 2023.03 実施前 4 

ビデオ＆写真集報告書作成 報告書、ビデオの配布数 報告書 1000 部 

ビデオ 500 箇所 

2023.03 実施前 4 

オンライン家族全員旅行 実施した回数 12 回／１年間 2021.08 7 回実施 3 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み 

  1.達成の見込み   

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

þ 変更なし ☐短期アウトカムの内容  ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

当初、予定していなかったオンラインでの活動を実施したり、電話や Zoom、line 電話等でのインタビューなどを実施している。 

また、イベント等に代わりに、法人で企画している交流会などにも参加してもらうようにし、交流の機会を多くしている。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  沖縄タイムス https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/674559   琉球新報 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1244415.html 

2.広報制作物等 

  

3.報告書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/674559
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1244415.html
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2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

内部／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 各インタビューの総括・分析  法人代表理事・事業責任者 

内部 家族・関係者へのインタビュー分析  法人理事・事業担当者 

外部 沖縄県における医療体制分析  地域の中核病院の看護責任者 

外部 沖縄県離島における福祉体制分析  自治体（離島）の福祉責任者 

 

A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 

①旅行及びイベント参加

者への事前アンケート 

②旅行及びイベント参加

者への満足度アンケート 

①回答者の 80％以上が、家族の時

間、家族旅行を希望していると回答 

②回答者の 80％以上が、離島や僻地

にいても外出や旅行に自信がつい

たと回答 

2023 年３月 ＜調査結果＞ 

①回答者の 90％以上が、家族の時間、家族旅行を希望し

ていると回答 

②回答者の 85％以上が、離島や僻地にいても外出や旅行

に自信がついたと回答 

＜考察＞ 

事前アンケートの結果も、実施後のアンケートの結果も

概ね、良い結果が出ており、今後、更に、課題となった

ことや不満点について改善すべく、努力していきたい。 

沖縄県離島における医療福祉体制としては、その規模実
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態から、県立病院がある石垣島と宮古島に対象者が集約

され、各医療体制での治療範囲を超えた場合は、本島で

の治療に移行するケースが殆どであることが把握できて

いる。 

助成事業実施から現在まで、新型コロナウィルスの影響

を強く受け、リアルの活動が制限されており、アウトプ

ットの目標値には至っていないものの、これまで離島及

び僻地在住の対象者への対応が極端に少なかったことも

あり、参加者の満足度と活動や事業への協力姿勢は非常

に高い。また、予想していたよりも、遥かに沖縄におけ

る貧困等の課題は大きく、コロナ禍における自粛等に関

連した両親の仕事の削減等に伴う活動への辞退等も起き

ていることが判明した。 

交流イベントは、離島からの参加が物理的にも厳しいこ

とが判明した為、本島の僻地在住の病児の家族に対象を

変更し、実施した。 

兄弟児を含め、健常児の家族との交流等で、兄弟児の居

場所が確保できたり、病気のありなしを超えた子ども同

士の交流が、お互いの役割を創出することになり、非常

に効果的であった。 

①関係者（個人）へのアン

ケート 

②関係機関（組織）へのイ

①回答者の 80％以上が、本音、課題

を回答 

②回答者の 80％が、離島、僻地にお

2023 年３月 ＜調査結果＞ 

①回答者の 85％以上が、本音、課題を回答 

②回答者の 80％以上が、離島、僻地における医療問題、
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ンタビュー ける医療問題、課題点を認識できた

と回答 

課題点を回答 

＜考察＞ 

①関係者（個人）に対する活動実施後の簡単なアンケー

トでは、参加した家族の 85％が「大変満足」または「満

足」と回答をしてくれ、概ね高評価をいただいた。その

後の家族へのインタビューでは、具体的な家族の変化や

沖縄県における医療的ケア児の生活、医療福祉について

なども伺うことができ、非常に有意義な情報収集の場に

もなった。 

②関係機関（組織）へのインタビューは、特にこのコロ

ナ禍において、医療従事者、病院等の訪問は一切できな

くなっているため、一部、Zoom や電話等でのヒアリング

に変更し、実施した。福祉関係者や医療的ケア児や小児

がんのサポートをしている団体には、個別に訪問をして

インタビューを実施した。沖縄県は、新型コロナウィル

スの影響が甚大であったことと、閉鎖的な島民の県外者

への感情がコロナ禍により、増長されたケースもあり、

特に感染症の危険が通常より高い病児の家族に対して

は、より一層、注意、配慮が必要であることが判明した。 

 

今後も、状況によっては、Zoom や電話インタビューを継

続して並行して実施していく予定である。また、今後、

電話インタビューなどで答えてくれるのが母親が多い
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為、父親の意見、想いなども傾聴する場面を作っていく

予定である。 

沖縄県内における活動への協働体制に関わる企業に対し

ては、インタビューという形ではなく、その企業の社員

に、活動への参画意識をもってもらうために、当法人の

講演の機会をハイブリット等で実施することで、より深

い関係性構築ができたと自負している。 

 

 

②  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

   

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 þ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

現在、コロナ禍による活動の遅延等により、アウトプットの目標

数値には達していないものの、内容的には充実した活動が行われ

ていることと、地域での協力体制及び、関係各所との連携、関係

性構築は十分にできていると思われる為、短期アウトカムの目標

値も、ほぼ達成できると見込んでいる。ただ、これまでの調査等

で、沖縄県民の意識や文化、慣習の違いなどの要素が大きく、様々
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 ☐ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

と自己評価する 

なことに影響する可能性があることも理解できた為、そのあたり

の県民感情や県民特有の意識を都度、理解することに努めていく

ことは、今後も必須な作業だと認識している。特に、離島などの

県民感情は、いつも置いていかれているという負の感情が多い場

合もあり、年代によっては排他的になっていたり、貧困問題等も

データ等で出ているよりも、遥かに深刻であったりする為、活動

やインタビューに際しても、より注意をしていく必要がある。 

一方で、今まで、離島県民の声を発する機会や場がなかった家族

や関係者にとっては、今回のこのような事業やその発言の場は、

非常に有効と考えてくれており、より、一層関係各所との連携を

図り、事業を推進していかれるようにしていく所存である。 

また、本島所在の他の非営利団体との連携もより深くなってきた

為、イベント等での協働体制及び、助成終了後に向けての実施体

制等についても、より充実した展開が望めると自負している。 
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B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

実施状況の 

適切性 

①対象者と彼らを取り巻

く環境下にいる人たちの

状況を把握し、活動が実施

されているか 

 

②活動を通して多様な関

わり方の可能性を見出し、

コロナ終息後にも活用す

ることが可能か 

沖縄県民のコロナに

対する意識、県内の状

況、医療体制等の把握

をした上での中止、延

期は適切であったと

外部評価も受けてい

る。 

また、オンライン活動

は、コロナ対策の一環

としてだけではなく、

オンラインの良さが

あり、ニーズがあるこ

ともわかった為、今後

も継続的に実施予定

である。 

①感染症のリスクが通常より高い医療的ケア児に対する活動は、ま

ず、全体の状況（国や県からの要請、勧告等）を鑑みながらも、当

該病児の状況や当該家族のコロナ観の違いによっても、差異がある

為、個別対応で、参加予定だった家族へのヒアリング等を丁寧に実

施したことで、予定者全員に納得をしていただき、中止、延期と判

断したことは、現状では適切な判断であると、病院関係者からも評

価をいただいた。ただ、現実としては、その延期により、活動を実

施できなかった当該病児が、逝去してしまったなどの報告を受け、

通常の事態ではないこのコロナ禍における対策と代替活動につい

て、当該病児の病状によっては、更に対策を講じる必要があると考

えている。（但し、これによる事業改善計画は生じない） 

②コロナ対策としての、オンライン事業であったが、当初の対象者

として考えていた、これから活動に参加する家族のみならず、過去

に活動に参加した家族が、今後、沖縄に来ることや飛行機に搭乗す

ることに対して準備していくことや、他の家族との交流が得られる

ことなど、大きな利点があった。これまでの交流やオンラインとは

また違う内容が展開でき、コロナ対策としてのみの事業ではなく、

継続的な活動として実施することが想定できるようになった為、今

後も、継続的に対象者を広げて実施していく予定である。 
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実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

活動を通して、新しい関わ

りや知見の獲得、それによ

る活動のより良い視点は

得られているか 

 

 

個人や行政、非営利団

体等で、知見の共有、

情報の共有はある程

度の範囲で、できてお

り、それによって各団

体の活動の幅の広が

りが出ている。 

知見の共有については、まだ、口頭ベースでの共有になっている為、

今後、報告書等を作成する際に、個別に細かな確認をしながら、進

める予定でいる。実際に、対面での打ち合わせは情報収集ができて

いない団体、関係者も多くいるため、今後、知見の共有を含め、今

後の活動の展開を視野に入れて、連携して活動が実施できるように

していく予定である。県内の医療福祉関係も、非営利団体等も連携

体制はできているが、コロナ禍の影響で、対面での活動の参加がで

きていない関係者も多くいるので、今後に期待したい。 

組織基盤強化・

環境整備 

活動を通して、支援企業や

地域や他団体等との強固

な連携や協働を築いてい

けているか 

 

 

沖縄の恩納村に当法

人の拠点がある為、そ

の施設を中心に人材

確保、環境整備は整い

つつあり、地域や支援

企業、他団体との関係

性構築は順調である。 

当法人のレスパイト施設として建設した施設が、沖縄の活動の拠点

になっており、その施設に興味を持って集まる人を中心に、ボラン

ティア及びスタッフの確保もできており、医療面でのサポート、移

動のサポート、プログラムのサポートなど各部署での人員確保、環

境整備はかなり進んでいると自負している。連携する関係団体も増

えていることから、より広範囲に渡っての活動が展開していくこと

を予想している。恩納村の社会福祉協議会や、放課後ディ、非営利

団体、地域コミュニティなどからも活動を評価いただき、認知活動

も広く展開できるようになってきている。 

 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

沖縄県内に在住の医療的ケア児や難病児の家族のうち、沖縄県内に最初から在住の家族と、移住組の家族では、沖縄県特有の文化や慣習等に

差異があると推察されるが、離島から一度も本島にさえ出かけたことがない病児や、貧困等や兄弟児の多さから、家族旅行の経験がない家族

も少なくなく、その中で、新型コロナウィルスの影響も受けて、精神的に追い込まれている家族は、予想しているより、遥かに多い。その他

にも、病児を抱えてシングルマザーになっているケースも多く、離婚率が高い沖縄ならではの実情とも言えるだろう。そんな中、家族全員旅
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行を実施した家族、活動に参加した家族の様子を見ると、本土の参加者との比較でいうと、宗教観に関わらず、感謝の意はもちろん、自分た

ちの生活が大変であってもご寄付の意を示してくれたり、積極的にインタビューに協力してくれるなど、非常に好意的な姿勢を示してくれる

ことが多い。一つには、活動の際に病児の両親に、両親の生育歴から現在に至るまでの背景などを写真とともにお話しいただくなどの時間が

必ずある為に、その経験から、「病児が中心になった家族」ではなく、各人が「自分の、自分が中心になった家族」という視座の変換を持つ

ことによって、病児の存在のありなしに関係なく、自分自身のことをもっと考えても良いのだという肯定感を持つことができるからだと推察

している。病児のいる家族は、病気や治療の問題、生死の心配、就学や将来の心配など、健常児がいる家庭より遥かに解決しないといけない

課題が多いことが多いため、その為にも、両親の社会的健康は、非常に重要であり、そのことについてサポートする人間がいることや自身の

本音を語っても良い場があることを認知することは、彼らの健全な家庭運営にもおいても、手助けになると自負している。 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

当法人の活動は、もとより、当事者のみならず、家族全員を対象にしており、病児を中心に家族が一体となって頑張っていることに敬意を示

し、家族全員を応援するというスタンスを取っているが、今回、初めて離島から本島に家族全員で遊びに来た家族や、生まれて初めて、本島

僻地から、飛行機で大阪に行った家族などから、「これまで兄弟児に我慢させていたことを気にかけていたのですが、なかなか何もできず、

口下手でコミュニケーションが苦手な兄弟児が他のサポーターの皆さんや家族と一緒に楽しんで過ごすことで、積極的に発言をしているの

を見てとても嬉しかった」という感想をいただいたり、「いつも勉強をまるでしなくて困っている兄弟児が、自分も関わってくれた企業の皆

さんや地域の皆さんの様子を見て、自分も将来、人の役に立つ仕事につけるように、勉強を頑張ると言ってくれた」など、自分の家族以外の

人達や社会の人達と接点を持つことで、子どもなりに考え、それが行動に繋がっていることが見てとれた。その他にも、オンライン交流会上

で、これまでは、学校の授業等のオンラインでも発言をしない思春期の兄弟児に、事前に話して、インタビューアーという役割を作り、発言

をしてもらったことで、大きな自信を持てたようであった。いずれにも、普段の自分の属性ではない人たちと関わることや、普段の自分を知

られていない人たちと関わることで、新たな自己の確立にも役に立っており、様々な人たちの関係性構築に一役買っている事例である。 

 

また、これまでのリアルの活動であると、家族全員旅行に同時期に参加した家族だけの交流となるが、オンライン交流会やオンラインバケー

ションに同窓会的に参加した家族の父が、オンラインで初めて出会い、その後、沖縄の病院でリアルに会い、情報交換を果たしただけでなく、

医療的ケアの手技的なことや、薬についての情報、嚥下についての情報など、普段あまり看護に積極的ではなかった父が、別の父の影響を受
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けて、より当事者の子どもへの医療的ケアに従事するようになったというケースもあった。父たちは、会社では、ほとんどの場合、家族の様

子や状況を話すことがなく、病院でも母のように、「病友」を作ることがないので、父同士の交流は、かなり狭いことが多いが、オンライン

での交流があったことで、ある程度、似たような境遇が困りごと、想いがある為、早い段階で本音を話す機会を得ることができ、それによっ

て、次のステップへ進むことも、コロナ禍での好事例であった。現在は、これらの成果に基づき、本事業とは別に、法人の方で、全国の父た

ちだけのコミュニティを作り、毎月、テーマを決めてオンライン事業に取り組んでいる。 

 

 

    

④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 þ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 þ 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成するために 

þ 事業計画は適切に改善されたといえる 

☐ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

と自己評価する 

中間評価を実施したことにより、今後の実施回数や実施対象者の確認、その

実施の為の人員確保、協働体制についても、内部、外部の評価者及び、実際

に活動に関わるスタッフを含め、確認ができた為、今後の事業計画は適切に

改善されたと考えている。 
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活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

大阪バケーションの様子。USJ は企業サポーターの皆さんが応援してくれる。 

大阪のヘアサロンでは、家族全員、きれいにしてもらってみんな、ご機嫌！！ 

生まれて初めてヘアサロンに来るキッズもいて大興奮なひととき。 
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沖縄バケーションの様子。沖縄の離島から本島に来るのは、いつもは病院の 

診察の時だけ。初めて家族全員でお泊りをして、ホースセラピーも初体験！ 

兄弟児は、英語によるコミュニケーションで国際交流！ 
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交流イベントの様子。シーサー絵付けやパパイヤ狩り、琉球太鼓の演奏体験など 

沖縄の文化や伝統の遊びも、兄弟児や地域の仲間と交流し、思い切り楽しんで、 

帰りたくないと泣き出すキッズも！初めて会った子どもたちも一瞬で仲良しに！ 
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オンライン・ウィッシュ・バケーションの様子。コロナ禍で実際の家族全員旅行が 

できない為、月に１回程度、これから旅行に参加したい家族のプレ参加として、 

また、これまでに活動に参加した家族の交流の場としても、良い時間の提供となって 

いる。 
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