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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２５日 

● 事 業 名 ： 八重山・離島の子ども派遣基金事業 

● 資金分配団体 ： 公益財団法人みらいファンド沖縄  

● 実 行 団 体 ： 株式会社ハブクリエイト 

● 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

＊ 

【共通】八重山の

現代版組踊、小中

マーチングバン

ド、学童野球、ロ

ボコンを対象に

派遣費補助を行

う 

休眠事業での支援 4 件/149 人 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。 

 

１、現代版組踊 1 件/30 人  

２、小中マーチングバンド   

2 件/85 人 

３、学童野球 1 件/20 人 

４、ロボコン 1 件/14 人 

2022 年度中 2020 年度 

１、現代版組踊 1 件/22 人 

２、小中マーチングバンド 未実施 

３、野球 4 件/85 人 

４、ロボコン 未実施 

※未実施は新型コロナ影響による。 

 

 

 

2021 年度 

１、現代版組踊 未実施 
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２、小中マーチングバンド 未実施 

３、野球 1 件/24 人 

４、ロボコン 未実施 

・その他実施 

テニス 1 件/10 人 

バスケ 1 件/15 人 

郷土芸能 1 件/46 人 

その他については、新型コロナ影響

による大会中止等の分で補助した。 

同上  派遣した子ども、保護者向け

のアンケートをする。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」 

派遣費の補助があったことで

家計の負担は減ったと答える

割合がほぼ 100％ 

2022 年度中 2020 年度補助対象者において、

家計負担は平均 25517 円から

16206 円に減った。 

 

アンケートは 10 月初旬にかけ

て実施予定。 
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【共通】子どもの

移動に関する課

題が各ステーク

ホルダーに共有

されている状態 

・年一回、円卓会議を実施。適

切なステークホルダーを招集

できている。 

円卓会議後の当該課題に対す

る認識を確認し、初期値より

「当該課題は社会問題であ

る」と回答する人が 90％以上

いる状態 

2022 年度中 コロナの影響により円卓会議

が延期。年度内開催予定。 
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同上  ・基金について、派遣される

部活、クラブ活動の指導者に

知ってもらう。行政や商工会

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。配布数 200 人 

2022 年度中 パンフレット製作中。 3 
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議所に説明する、派遣の可能

性が高い父母に配布し、基金

について知ってもらう 

＊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 

 

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 

  2.概ね達成の見込み 

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 

対面での接触を控え、メールや電話での対応としている。 

アンケートについては、クラウド等を活用して効率的に行った。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 ホームページにて、活動実績等を掲載した。https://ishigaki-haken.com/ 

 資金分配団体（みらいファンド）の円卓会議に参加（１月３０日、部活動派遣費を考える地域円卓会議）。 

会議内容 https://miraifund.org/l_roundtalbes/bukatuhaken-3/ 

2.広報制作物等 

 現在、パンフレット制作中。 

補助実績について随時ホームページへ掲載。https://ishigaki-haken.com/ 

 

3.報告書等 

https://miraifund.org/l_roundtalbes/bukatuhaken-3/
https://ishigaki-haken.com/


4 

 

  

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 アンケートの実施  株式会社ハブクリエイト代表取締役 

内部 文書、報告書作成  株式会社ハブクリエイト代表取締役 

外部 データ分析、評価全般のアドバイス  ケースリー株式会社（外部評価アドバイザー） 

 

 

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 

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

中 

派遣事業補助により、2020 年度補助対象者にお

いて、家計負担は平均 25517 円から 16206 円に

減った。 

 

派遣補助事業により、負担が軽減された

かをアンケートによりはかる。 

初期値より 30%程度改善するこ

と 

2022 年度

中 

これまでの補助対象者に対して、アンケートは 10

月初旬にかけて実施予定。効果について引き続き

調査を行う。 
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派遣補助事業により、負担が減って安心

して派遣事業に参加できるこどもたち

が増えたかをはかる 

初期値より 30%程度改善するこ

と 

2022 年度

中 

これまでの補助対象者に対して、アンケートは 10

月初旬にかけて実施予定。効果について引き続き

調査を行う。 

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） 

 

特に、基金ファンドレイズを念頭

におき、商工会議所、ふるさと納

税立案を進めるための行政キー

マンの変化を目指す 

2022 年度

中 

現状として、課題認識に大きな変化は見られな

い。 

円卓会議等を通して広報、共有していく必要があ

る。 

キーマンに対しては各種団体等を通して働きか

けを行う。 

 

今後のファンドレイジングを念頭に、市役所のふ

るさと納税担当者とも意見交換の場を予定して

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 

事業の対象グループは、事業を通して最終的に達成したい

アウトカムは達成されたか 
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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 

 ☐ 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 

短期アウトカム４つの指標のうち、負担軽減・機会確

保関連の３つについて改善の見込みがある。 

広報等を通じたステークホルダーへの広がりについ

ては、コロナ感染症の影響で円卓会議が延期されるな

ど、遅れが生じている。 

年度内に円卓会議を開催し、短期アウトカムの目標達

成は概ね可能と判断している。 
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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 

活動内容は計画どお

りに実施されている

か 

 

 

概ね計画通りに実施

されている。 

派遣補助について、4 件/149 人に対して、2021 年度は 4 件 95 人（累計

9 件/202 人）の補助を行い概ね計画通りに実施されている。 

円卓会議については延期となっているが、年度内の開催で再調整を行う。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

資金分配団体、実行団

体は事業実施上で生

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 

アンケート等を通じ

て課題の収集および

改善に取り組んでい

る。 

補助実施前後にアンケートを実施している。 

 

また、指導者へのヒアリングを行い、課題や知見について共有することが

できた。 

 

課題の共有については、円卓会議で直接意見等を伺う場を設けるととも

に、発信も行う必要がある。 

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 

補助対象者とは良好

な関係を築いている。

広がりについて課題

がある。 

 

行政や地域と課題を共有し、広い視点で派遣費用負担を軽減する方法に

ついて検討する必要がある。 
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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 

派遣費用補助により、家計負担の軽減と機会の提供に貢献できた。 

事例（アンケート記述から抜粋） 

［保護者］ 

・離島から県外への派遣費用はとても恐ろしい金額。補助があれば本当に助かります。 

・今まで島外大会を絞って参加していた。派遣費用補助をいただけたら、数多く大会に参加でき技術向上へも繋がっていける。 

・勝ち進むにつれて九州、全国大会へと進み出費が多くかかっている。派遣費用補助金がいただける事により、今まで選んで派遣に行ってい

たが、回数多く派遣へ行く事ができ、子供達の技術向上につながることができる。派遣費用補助金はとてもありがたい事業です。 

・これからも、離島では派遣の時毎回の悩みです。これからも子供達の夢の為に宜しくお願いします。ありがとうございました。 

・この度はご支援いただき本当にありがとうございました。 

実際、かかる費用が大きかったので、遠征に行くか行かないかで、もの凄い揉めました。 

最後の方まで行く決断をする家庭が少なく、最低限必要なメンバーが揃わない状況でした。 

このご支援ができると分かって、やっと参加のメンバーが増えました。 

そして何より、子供達に素晴らしい経験をさせる事ができました。 

本当に心から感謝しております。 

・今回、旅費の半額を補助していただいたことで自己負担が現実的な額になり、メンバーを欠く事なく大会に参加する事が出来ました。体感

しなければ分からない事がたくさんあり、大会に参加できた事を本当に幸せに思っております。心から感謝申し上げます。 

・今回の県大会派遣は台風の影響を大きく受けて大会日程は元より派遣全体のスケジュールも大幅に変更になりました。離島の場合大会期間

中に台風などの自然災害などに遭遇した時は宿泊の延長、それに付随する諸々の派遣諸経費が重なって、父母会の各家庭にのしかかってきま

す。また今回は沖縄本島のコロナ禍が拡大する中での大会参加であったため、事前にコロナ感染した場合には本島での 2 週間の入院（親も付

き添い）の承諾書も提出義務がありました。幸いにもそのような状況にはなりませんでしたが、離島の学校から派遣に参加するには様々なリ

スクと経済的負担がのしかかってくると改めて感じました。 

・ 



9 

 

［生徒］ 

・同じ小学生とは思えないプレイをしている人が多くて学ぶことが多かったです。もっとたくさん練習して、追い越したいと思いました。良

い体験をさせてもらいました。ありがとうございました。 

・2 勝 3 敗だったけど、県外チームとの試合はとても楽しかったです。もっと練習が必要な事も分かったし、自信になったところもあります。

ありがとうございました。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

補助対象者から多くの感謝の言葉を頂いた。 

 

多くの父兄が派遣負担を感じている。 

特に複数のお子様がいる家庭はその分負担が大きい。 

また、宿泊費用について選択肢が少なく割高なケースも見られるなど、想定以上に派遣補助に対するニーズが高いと感じた。 

当事業では予算面でカバーできない部分がありますので、別途行政への働きかけも必要だと考えております。 

 

    

 

 

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 
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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 

コロナ感染症による影響以外については概ね計画通りに進んでいる。 

ステークホルダーへの広がりに課題があり、広報等について課題がある。 

円卓会議開催時にメディア等への取材依頼する等、検討していく必要がある。 


