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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 ：島国沖縄の子供たちに夢をあきらめさせない   

● 資金分配団体 ：（公財）みらいファンド沖縄 

● 実 行 団 体 ：(一社)沖縄県サッカー協会 

● 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 ： ☐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

＊ 

沖縄県内のサッカー競技にお

ける部活動及びクラブ活動等

のうち、3 種（中学）、5 種（女

子）、障がい者、離島、そして冬

の高校選手権に派遣される生

徒を対象に派遣費補助を行う 

休眠事業での支援件数/人

数、大会数 

※派遣費の自己負担額より

50％または 2 万円を上限と

して負担する 

年間の目標としては以下の通

りとし、この目標を３カ年達

成する。 

予算 300 万円のうち 

3 種（2 件/30 人 大会数１件）

5 種(2 件/30 人 大会数２件) 

離島(13 件/130 人大会数 2 件) 

2 種(1 件/15 人 大会数 1 件)  

障がい者 練習参加 20 人 

2022 年度 4 件 

７３人 

2 大会 

2 種 

（1 件 30 人 大会１

件） 

4 種 

（3 件 43 人 大会 1 件） 

コロナの為大会開催さ

れず派遣大会変更 

 

３ 
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同上 派遣した子ども、保護者向

けのアンケートする。案と

しては以下のようなアンケ

ート項目を想定。「派遣費の

補助があったことで家計の

負担は減りましたか」 

・派遣費の現状について十分

と思うか。「全く思わない」、

「思わない」が初期値 20％減 

 

・派遣費の問題で部活動やト

レセン活動をあきらめている

子どもが「かなりいる」、「い

る」２０％減 

 

2022 年度 2022 年にアンケートは

実施予定 

 

３ 

こどもの移動に関する課題が

各ステークホルダーに認識さ

れている状態。 

【社会】 

教育委員会、PTA 連合会、行

政、スポーツ関連協会等の

ステークホルダーの当該課

題に対する課題感及び関与

度の変化を、円卓会議の場

において明らかにする（年

一回実施予定・議事録で測

る） 

 

2022 年度に再度アンケート

取り、2021 年度と比較し、ア

ンケート項目の数値が１０

０％改善できている。 

2022 年度 見直し予定 ３ 

同上 【ステークホルダー】指導

者（監督、コーチ、審判等）

が当該課題を認識し、本基

金を積極的に活用する、ま

2022 年度に再度アンケート

取り、2021 年度と比較し、ア

ンケート項目の数値が１０

０％改善できている。 

2022 年度 下期実施予定 ３ 
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たは保護者に活用を促すな

どの行動を起こしているか

をアンケートで測る。 

 

案（詳細はアンケート実施

時に決定）：「この基金を知

っているか」、「この基金を

機会があれば使いたいと思

っている」、「個別の生徒や

保護者に対して、この基金

の活用を促した事がある」、

「この基金を活用して、大

会への参加を実現したこと

がある」 

 

 

＊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 

  3.課題がある 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目 

☐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 

事業計画では大会を指定し 3 年間でデータを取る計画をしていたがコロナ感染症が拡大し大会が延期や中止となり派遣費補助を出す大会

がなくなった。その為、みらいファンドと相談の上大会を変更し少しでも派遣し補助を出しやすくした 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 県協会の HP への掲載（部活派遣・円卓会議） 

 

2.広報制作物等 

 特になし 

 

3.報告書等 

  

 

 



5 

 

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 八重山地区  八重山サッカー協会 事務局長 

 宮古地区  宮古サッカー協会 事務局長 

 

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 

沖縄県内のサッカー競技における部活動及

びクラブ活動等における県外・島外への派遣

費用の中、当事業によって、実際に掛かった

費用と自己負担分の比率をパーセンテージ

ではかる。 

最終年度（2022 年度）の派遣大会

における派遣費用の家計負担率が

50％減 

2022 年度 離島地区の問題はかなり深刻と考えられ

る為、昨年度の派遣費補助費予算の余剰

分を活用し、離島から本島に来る大会に

補助を多く出す。 

指導者からみた当事者（保護者・こども）の

負担の変化をアンケートで測る 

・派遣費の現状について十分と思

うか。 

「全く思わない」、「思わない」が

初期値 20％減 

・派遣費の問題で部活動やトレセ

ン活動をあきらめている子どもが

「かなりいる」、「いる」２０％減 

2022 年度 アンケートは今後実施のため、特になし 
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教育委員会、PTA 連合会、行政、スポーツ関

連協会等のステークホルダーの当該課題に

対する課題感及び関与度の変化を、円卓会議

の場において明らかにする（年一回実施予

定・議事録で測る） 

定性的な変化（ステークホルダー

が当該課題を社会的な課題として

認識している状態。それぞれの立

場で、より具体的な解決策に着手

している状態） 

2022 年度 円卓会議にて JFA（大会主催者）より、離

島の派遣費問題に関して多少なり理解を

していたつもりだがこれほど深刻とは思

わなかったとの意見が出て少なからず、

一歩を踏み出せたかなと考える。 

 

 

 

 

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  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 ☐ 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 

まずコロナ禍の中事業が進めるかの不安と実際問題

社会の問題として捕えてもらえるかの不安がある。 
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  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 

 

 

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 

活動内容は計画通りに実

施されているか 

進めていない 計画通りには進めていないが、指定大会を変更しコロナ禍の中多少

なり進めた 

 実行団体は、事業実施に当

たりステークホルダーと

の関係性を構築できてい

るか 

できている 各種委員会（離島地区含む）説明し、事業を知ってもらう事ができ

た。沖縄県スポーツ協会と意見交換を実施した。 

 世論において社会課題の

認知は進んだか 

進んだ 円卓会議に大会主催者側を参加させ、この問題を主催者側にも理解

をしてもらった。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

事業活動の改善や新たな

アイデアが生まれたか 

 

生まれた 円卓会議にて大会開催地の変更や宿泊場所への考慮などが上がっ

た。離島地区との聞き取り調査にて離島地区の派遣への問題がより

深刻だと感じた。 

 

 

事業実施上で生まれた課

題や成果などの知見を共

有し整理、蓄積、改善に努

めているか 

務めている 活動を通して、離島地区の問題が深刻である事がわかった。その為

派遣費補助を離島地区に多めに分配し改善に進むよう努めている。 
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組織基盤強化・

環境整備 

事業実施に当たりステー

クホルダーとの関係性を

構築できているか 

できていない 情報元の支援者、民間団体、ファンドレイズ経験者との協議ができ

ていない。基金のチラシができ次第協議していく。 

 

 

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 

離島地区で、本事業の説明会を開催し、そこで離島の派遣に関しての問題を理解した。県大会を優勝して沖縄代表になり、県外の大会に

参加する旅費の問題がメインと考えていたが、そもそも、離島では、家庭の事情で、本島で行われる県大会にさえ参加できない（旅費の問題）

子供たちがいることを改めて確認できた。 

   

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

本島内の小中学校の父母が派遣費に関して社会問題ととらえていない。 

旅費負担は大変だが自分の子どもの活動だから仕方がないとの考えがある。 

優勝して派遣費協力をイベントのようにとらえている感じがする。 

 

上記、意識変化を促すための案としては那覇西など強豪校で発信力がある所に、派遣費補助を活用してもらう。そして活用した保護者

の声を発信。メディアにも取材してもらえるとよい。 

また、12 月開催の円卓会議でも、派遣費補助の公益性について議論するので、そこで出た観点も活用したい。 
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④ 事業計画の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  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 

 ☐ 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 

  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 

  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 

☐ 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 

派遣費問題について当事者間ではなく社会問題だという認識をさせるのがそもそ

もの問題と感じている。意識をどのように変えていくかが一番の課題だしとても

難しいことだと感じる。 

 


