
 

 

 

 

 

 

 

感染症拡大と緊急事態下における 

市民活動連携及びBCP提案事業 
 

調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月 

災害プラットフォームおきなわ  



目次 

1.はじめに 1 

(1)調査の趣旨 1 

(2)調査方法 1 

2.各プロジェクト詳細 3 

・OIST財団 4 

・おきなわLikes 7 

・CODE for OKINAWA 11 

・しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 15 

・NPO法人まちなか研究所わくわく 20 

・留学生支援 24 

・沖縄アマビエプロジェクト 27 

・沖縄やーぐまいプロジェクト 31 

・Save Okinawa Project 35 

・ゆいマスクプロジェクト 38 

・沖縄コロナゆいまーる同盟 41 

3.災害対応とコロナ禍における各プロジェクトにおける成果と課題 44 

(1)災害対応の段階 44 

(2)各プロジェクトの立ち位置 45 

(3)成果 47 

(4)課題・改善点 47 

【コラム】新たな市民協働の形態ー「シビックテック」とは 50 

4.まとめー持続可能な市民活動・市民協働と、これからの地域課題解決に向けて 52 

5.添付資料 54 

 

 



1 

1.はじめに 

(1)調査の趣旨 

 本調査は、那覇市が提供する「新型コロナウィルス感染症対応市民活動チャレンジ

助成事業助成金」の助成を受け、「感染症拡大と緊急事態下における市民活動連携及

びBCP提案事業」のために、災害プラットフォームおきなわ（以下DMPO）が行うもので

ある。 

 コロナ禍では、沖縄県においてマスクなど物品の寄付や生活困窮者支援、また資金

造成などの様々な市民活動（個人・有志団体・法人などによる）が行われた。しかし、

活動成果や行政や関係機関との協働などについても、成功度はまちまちである。 

 そこで本調査は、コロナ禍における助け合いの輪を「より無理なく、すっきり、持

続可能にする」ことを目的とし、コロナ禍の様々な支援を目的に立ち上がったプロジ

ェクトの方々に、活動内容、結果、効果的であったこと、課題や改善点等をインタビ

ューやアンケート調査を行い、その調査により得られた結果を考察し、with コロナ、

after コロナ時代に向けた市民活動連携やBCP(事業継続計画)提案を行う。 

(2)調査方法 

【インタビュー調査】 

期間：2020年8月20日～1月21日 

対象：コロナ禍の様々な支援を目的に立ち上がったプロジェクト 計11団体 

   ①コロナ支援を行った既存団体のプロジェクト 

・OIST財団 

・おきなわLikes 

・CODE for OKINAWA 

・しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 

・NPO法人まちなか研究所わくわく 

②既存団体での支援活動の後、独立して立ち上がったプロジェクト 

・留学生支援（多文化ネットワークfuふ！沖縄） 

③コロナ禍において立ち上がったプロジェクト 

・沖縄アマビエプロジェクト  

・沖縄やーぐまいプロジェクト 

・Save Okinawa Project 

・ゆいマスクプロジェクト※文書回答 

・沖縄コロナゆいまーる同盟 

方法：インタビュー(オンライン会議ツールZOOMを使用して実施) 

調査項目：活動内容や目的、成果、困ったこと、気づき等 ※調査票は添付資料参照 
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【アンケート調査】 

期間：2020年12月3日～12月14日 

対象：ゆいまーる同盟参加プロジェクト 

方法：Googleフォームを使用したアンケート 

調査項目：ゆいまーる同盟加入の目的や加入して良かったこと 

     ハブ機能を持つネットワークに関すること等 ※調査票は添付資料参照



3 

2.各プロジェクト詳細 

 本章では、インタビューやアンケート調査、公開されている情報等をもとに、各プロジェ

クトの詳細をまとめる。 

 

【プロジェクト一覧】 

①コロナ支援を行った既存団体のプロジェクト 

・OIST財団 

・おきなわLikes 

・CODE for OKINAWA 

・しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 

・NPO法人まちなか研究所わくわく 

 

②既存団体での支援活動の後、独立して立ち上がったプロジェクト 

・留学生支援（多文化ネットワークfuふ！沖縄） 

 

③コロナ禍において立ち上がったプロジェクト 

・沖縄アマビエプロジェクト  

・沖縄やーぐまいプロジェクト 

・Save Okinawa Project 

・ゆいマスクプロジェクト※文書回答 

・沖縄コロナゆいまーる同盟 
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・OIST財団 

 

【リンク】 

OIST財団 

・ホームページ(英語) https://oistfoundation.org/ 

・WEBINARS(英語) https://oistfoundation.org/webinars/ 

OIST 

・COVID-19 対策基金  

https://groups.oist.jp/ja/giving/covid-19-response-fund?fbclid=IwAR0Twf2LEm

HQ8mC9yuI8dDgaqttU8Dt3F1eU0p0zsbKmPyFyYOKKVyy6aHk 

・COVID-19 研究・社会貢献プロジェクト  

https://www.oist.jp/ja/covid-19/community-projects 

 

【インタビュー調査実施日】 2021年1月21日 

 

【通常の活動】 

 2019年にアメリカに設立された財団。使命は、①OISTにおける科学技術研究及び関連プロ

グラムの向上と結びつきの強化を通して世界規模での科学の飛躍的な発展を促進すること、

②アメリカ人がOISTを通じて沖縄の持続的発展を自発的に支援し、日米関係を深めることに

参加できるようにすることである。 

 

【コロナ禍プロジェクト内容と目的】 

 世界的なパンデミックの中、科学技術における学びの場が止まってしまうことや、日米の

協力がなくなってしまうのを防ぐことを目的として以下の活動を行った。 

https://oistfoundation.org/
https://oistfoundation.org/webinars/
https://groups.oist.jp/ja/giving/covid-19-response-fund?fbclid=IwAR0Twf2LEmHQ8mC9yuI8dDgaqttU8Dt3F1eU0p0zsbKmPyFyYOKKVyy6aHk
https://groups.oist.jp/ja/giving/covid-19-response-fund?fbclid=IwAR0Twf2LEmHQ8mC9yuI8dDgaqttU8Dt3F1eU0p0zsbKmPyFyYOKKVyy6aHk
https://www.oist.jp/ja/covid-19/community-projects
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①ウェビナーやセミナーでの対話の場づくり 

 コロナに関する最初のウェビナーを開催したのは、2020年4月2日。以降、継続して取り組

んでいる。今までのテーマは、コロナに関する「日米間の対応の違い」や「今後の高等教育

のあり方」、「科学およびビジネス的展望」など。アジア・ソサエティや国際文化会館、国

際交流基金日米センター、日米教育委員会などがスポンサーとなって開催しているウェビナ

ーもあり、様々な団体と連携して対話の場づくりを行っている。 

 また、コロナ禍で外出の機会が減少したことをきっかけに、助成金を活用した、科学技術

分野における日米間の情報共有のオンラインセミナーも開催している。 

 

 

②バーチャル・チャリティーコンサート 

 アメリカや海外の方に沖縄のことを知ってもらい、沖縄における新型コロナウィルス対策

への関心を高め、寄付を通して沖縄を支援する機会を提供する事を目的として、オンライン

でのチャリティーコンサートを開催した。出演者は、世界のウチナーンチュのミュージシャ

ンやダンサーなど。 

 

 

③OIST支援を通した物資提供やPCR検査・抗体検査 

 財団で集めたお金をOISTのプロジェクトや研究者に届けることによって、物資提供や検査

環境の整備などで沖縄の人々に貢献をしている。OISTでは、3Dプリントのフェイスシールド

の作成やWHOの規格に基づいたアルコールジェルの製造を行った。また、OISTは沖縄県内に

おけるPCR検査の担当もしており、今後は抗体検査にも力を入れていく予定。 

 

 

【活動成果】 

 第一の成果は、コロナを機にオンラインで色々な方々と対話をする場づくりができたこと

である。日米協力の話において沖縄は基地問題が取り上げられることが多いが、今回の活動

を通して、日米における科学技術分野での対話の場づくりが進んだことは大きい。今後の日

米協力のためにも科学技術や環境問題などの面でOISTの存在意義や重要性が分かってもらえ

る場づくりができた。加えて、セミナーを通して、アメリカの中でもOISTの認知度をあげる

ことができたと考える。 

 また、対話の場づくりを通して、OISTのことを知ってくれる団体が増え、OISTとしても今

後コラボできる人達の幅がひろがったことは思わぬ成果であった。実際、イベントを通して

繋がった方々と新たな基金の設立も進んでいる。新設の基金では、科学技術の領域で頑張ろ

うとしている女性に対して支援をできるような基金になる予定。こうした取り組みから、OI

STのミッションである科学技術の振興やそれに伴う若い世代への投資に繋げられる仕組みづ

くりをしていき、日米の関係につなげていけたらと考えている。 

 2020年4月頭に最初のウェビナーを開催するなど、早くから動くことができたので、タイ

ムリーにPCR検査やフェイスシールドやアルコールジェルのプロジェクトに支援をすること

ができた。フェイスシールドは400個を沖縄県に、アルコールジェルはOISTキャンパスがあ

る恩納村各所や沖縄県立中部病院に届けることができた。 
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【活動に対する周囲の反応】 

 沖縄や日本が科学技術分野においてどのようなことをやっているのかを取り扱ったイベン

トを開催し、意見交換ができる場づくりができていることに対しては、非常にみなさん喜ん

でいた。そういう意味では、日米の協力が進んでいくのだと感じた。 

 

 

【第二波を受けての活動】 

 基本的には、淡々とOISTのミッション達成に向けてを行動していくしかない。OISTは研究

機関であり、OIST財団はそれをサポートしたり、その活動をしっかり認知させていくことが

目的。そういう意味ではコロナ禍でもやることは変わらない。 

 

 

【今後の活動】 

 ウェビナーでの対話の場づくりは継続して開催をしている。そのような場づくりをしてい

きつつ、日米の科学技術における対話の場を作っていく予定である。 

 また、活動を通して、一緒に賛同してくれる人達と基金を作ったり、コロナ禍で困ってい

る未来の学生に対して少額なりでも投資ができたりする仕組みづくりをできたらいいと思っ

ている。 

 OIST財団の活動に限って言うと、拠点はアメリカにあり、ウェビナーなども英語で開催を

している。ハワイや世界中にも沖縄関係の人達はいるので、そういう人達にもっと届けられ

るといいなと思う。まずは、日米ということで、ハワイとはもっと関係づくりしていければ

と考えている。それが実現できそうになったときには、県や国のサポートが後押しとして必

要になってくると思う。 

 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 基本的にはオンラインで活動をすることができた。しかし、実際に現場を見てもらったり、

対面での活動ができるとより寄付につなげることができたのではないかとは感じる。 

 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 コロナだから何か新たな活動をするのではなく、コロナ禍においても本来の自分たちのミ

ッションを実現するために何が必要なのかを考えていた活動をしていた。寄付を募る際にも、

高等教育や科学技術の教育の重要性、OISTの存在意義の説明をし、何がしたくて、そのため

に何が必要なのかということを常にOISTのミッションと紐づけていた。寄付者や協力団体は、

「コロナを止める」というより、「コロナによって止まる可能性がある教育の輪を止めない」

というところに共感していただいたと思う。そのため、コロナ禍においても活動を続けてい

くための資金を集めることができた。
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・おきなわLikes 

 

【リンク】 

おきなわLikes 

・サイト https://okinawalikes.jp/ 

＃沖縄エール飯 

・サイト https://yell-meshi.okinawalikes.jp/ 

・公式オンラインショップ https://okinawayell.thebase.in/ 

・キャンペーン https://yell-meshi.okinawalikes.jp/campaign/ 

・飲食店向けお役立ち情報 https://yell-meshi.okinawalikes.jp/useful/ 

琉球インタラクティブ 

・ホームページ https://www.ryukyu-i.co.jp/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年8月27日 

 

【通常の活動】 

 沖縄の魅力を全国に発信するコミュニティメディアである「おきなわLikes」。沖縄に住

んでいる人はもちろん、沖縄を訪れる人にも沖縄を余すことなく楽しんでもらえるよう、沖

縄の地域イベントや様々なジャンルのおすすめスポット、お得なクーポン情報などを紹介し

ている。 

 

 

 

 

https://okinawalikes.jp/
https://yell-meshi.okinawalikes.jp/
https://okinawayell.thebase.in/
https://yell-meshi.okinawalikes.jp/campaign/
https://yell-meshi.okinawalikes.jp/useful/
https://www.ryukyu-i.co.jp/
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【コロナ禍プロジェクト内容と目的】 

①3つのFacebookグループ 

 今回の感染拡大を受け、沖縄を愛する人々をつなげ、この島の人たちの助けになりたいと

いう想いのもと、3つのFacebookグループを立ち上げた。1つ目は、情報発信を目的とする

「おきなわLikesオンラインサロン」。2つ目は、賞味期限が近い在庫を抱えている生産者

の商品PR・応援につなげる「まーさむんレスキュー！プロジェクト」。3つ目は、テイクア

ウト・デリバリー情報発信を行い、飲食店を応援する「沖縄エール飯」である。 

 

②沖縄エール飯 

 「沖縄エール飯」は、当初FBグループとして運営をしていたが、宜野湾市から事業化の依

頼があり、サイトを整備することとなった。現在は、飲食店の皆様がWeb上で戦えるプラッ

トフォームにするために、店舗の紹介やメッセージの動画を流すことができたり、メニュー

の掲載やInstagramとの連携、注文に繋げることができる機能等がある。また、沖縄エール

飯のTwitterとInstagramのアカウントも開設している。それらのSNSでは、飲食店の皆様の

商品を買取り、利用者にプレゼントするというキャンペーンを開催している。このキャンペ

ーンは、飲食店の商品を知ってもらうきっかけを作ったり、沖縄エール飯自体に人を集めて

飲食店全体の支援につなげるために行っている。 

 

③マスク調達 

 おきなわLikesの運営会社である琉球インタラクティブは、「充電GO!」という事業で中国

とのパートナーと一緒にビジネスをしており、中国からの物資を仕入れるルートがあった。

当時は、マスクが全然ない状況だったので、困っている皆様の力になりたいと独自ルートを

活かしてマスクの仕入れを行った。当初は、原価で販売をする取り組みを行っていたが、転

売ヤー扱いを避けるため、ほぼ販売することはなかった。集めたマスクは5月上旬に宜野湾

市や南城市、ゆいレール、美ら海水族館などに寄付をした。 

 

【活動のきっかけ】 

 コロナ禍における支援活動を始めたのは4月21日ごろ。当時は、コロナの第一波で、感染

者の拡大と経済の停滞をしていた。特に、観光業・飲食業・エンタメ産業が厳しい状況。そ

のような状況の中、在宅勤務でもオンラインで色々な仕事ができるインターネット企業とし

て、沖縄の全産業が沈まないように、力になれればと行動を起こすことにした。 

 どのような支援活動をするのか考えた際に、活用できるものとして「おきなわLikes」を

利用していくこととなった。「おきなわLikes」というメディアは、Facebook・Instagram・

Twitter合計して約25万人のフォロワーがおり、メッセージの発信や支援を集めることに適

していた。そのため、まずは「おきなわLikes」の中でコロナ支援のFacebookグループを作

るという流れとなった。 

 

【活動体制】 

 沖縄エール飯に関連する運用スタッフは10名ほど。通常業務と平行して活動できているの

で、会社全体としても、人手が不足したことなどはない。コロナ禍により止まった事業もあ

り、沖縄エール飯の運用に集中している間はその他の仕事を受注しないなどして対応してい

る。 
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【活動成果】 

 支援としての成果は、沖縄エール飯では500を超えるお店が投稿してくれており、飲食店

の皆さんからはとても感謝をされるようなプロジェクトになったこと。 

 支援活動なので、企業としてのはっきりとした成果はないが、これまで繋がれていなかっ

た方々と繋がれたことは成果の1つ。今回つながりが生れた飲食店の皆様やNPOなどの市民活

動をしている方々とはこれまで接点がなかった。 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 支援の対象者は、基本的に皆様感謝してくれており、やりがいはある。社内に関しても、

社員は「やろう！」という気持ちで仕事をしてくれている。 

 

 

【第二波を受けての活動】 

 第二波というよりは、コロナの状況に施策変えないといけないと思っている。沖縄エール

飯は、当初テイクアウト中心にする予定だったが、6,7月の感染者が0の状態の時には、イー

トインの需要が高まったため、イートインに寄せて展開した。その後、第二波ではテイクア

ウト寄りになっているという状態。あくまでその状況に合わせたサービス提供が必要だと考

えて取り組んでいる。 

 

【今後の活動】 

 沖縄エール飯をはじめとした飲食店支援は今後も継続していく予定。沖縄県の「まいにち

に。おきなわ」とも連携しており、県からの依頼されている面もある。今後は、飲食店だけ

ではなく、県産品や宿泊、観光事業にも活動の幅を広げていきたい。 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 分かりやすいのは、マスクは全て損失となったこと。約500万は寄付したことになる。他

にも、人件費をかけて活動をしているので、事業委託費としていただいている以外は、ある

程度持ち出しとなっている。 

 同じような支援活動を行っている方々からは、敵対視されるような感じはあった。何個も

あるような活動ではないので、バッティングする部分はあり、難しい。 

 支援事業は、会社にとってプラスになったことはそれほどない。企業利益のために行って

いるわけではなく、会社が持っている資源をもとに街の支援を行うスタンス。ただ、収益を

あげていかなければ会社は存続できないので、収益が上がる事業ではない支援活動は、割合

として割けるものではない。 

 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 ボランティアでやるには限界があるが、沖縄エール飯に関しては宜野湾市から支援をいた

だいているので問題はない。その先さらに大きいことやろうとなると、政府の支援があった

方がやりやすいし、大きなことができるとは思う。支援や予算が足りないなどで、出来なく

なったことはない。支援活動は「沖縄の産業を救いたい」という想いからスタートしたが、
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あくまで支援事業。現在は、頂いた予算の中で最大の効果を出すというモードに切り替わっ

ている。ただ、予算が増えれば救える人も多くなり、経済をより活性化できるという考えは

ある。 

 企業が支援活動を行う強みは、救う手段に関して様々な武器を持っている点。事業や経営

を理解しており、「おきなわLikes」の運営会社に関してはインターネットマーケティング

の専門家である。 

 ゆいまーる同盟に参加して良かったことは、医療者の一番早くて正しい情報を持っている

方と繋がれたこと。ネットの情報も色んなこと書かれていて、何が正しいのか分からないの

で、そういう意味では助けられた。今後の事業に関してもプラスになるようなネットワーク

ができたらいいなと思っている。さらに、地域への貢献は企業活動をしていく上で必要だと

考えており、地域を良くする活動は今後やりたいことの一つでもある。NPOなどの様々な支

援活動をしている皆様と街や県の課題を一緒に解決していくことはおもしろい事業だと思う。 

 コロナのおかげで気づけたことは多かった。例えば、オンライン上でも仕事は成立するこ

と。しかし、全てオンラインで仕事を行うと、気持ちが通わなくなったりするので、働く環

境としてはあまり好ましくないと感じる。また、感染症というものが観光業にとっては致命

的だということも気づかされ、様々なことについて考えさせられた。
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・CODE for OKINAWA 

 

【リンク】 

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト 

・サイト https://okinawa.stopcovid19.jp/ 

CODE for OKINAWA  

・ホームページ https://code4okinawa.org/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年8月21日 

 

【通常の活動】 

 「みんなのためのよりよい地域を、行政と技術者が一緒につくる」の考えのもとに、沖縄

地区のオープンデータ化を推進し、地域の課題を解決するためのアイディアを考え、テクノ

ロジーを活用し解決していく、地域の市民参加型のオープン・コミュニティ。 

 

 

【コロナ禍プロジェクト内容と目的】 

 オープンソースプロジェクトとして、沖縄県・ISCOの協力のもと「沖縄県新型コロナウイ

ルス感染症対策サイト」の管理・運営を主に行っている。サイトでは、感染者数が日別や累

計で見ることができる。沖縄県特有の感染症対策サイトの機能としては、チャットボットの

実装などもある。表示する画面が変わっても、レイアウトが崩れないように、レスポンシブ

対応もしているため、スマホ等でも見やすいサイトになっている。今では、沖縄タイムスや

琉球新報、沖縄県の外郭団体などでもこのサイトへの直接リンクを置かせてもらっていたり、

埋め込みで使ってもらったりている。そのため、閲覧数も多くなっている。 

 

 

 

https://okinawa.stopcovid19.jp/
https://code4okinawa.org/
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【活動のきっかけ】 

 もともとは、東京都版の感染症対策サイトがあり、それをオープンソースとして、開発者

がコードをオープンな場所に格納している。オープンソースになっていることで、そのプロ

グラムを動かすコードが公開されており、それを元にアレンジが可能になっている。沖縄も

感染拡大が起きるかもしれないということで、3月末にCODE for OKINAWAが東京版をフォー

ク（分岐）して、沖縄版を作ることになった。その後GitHubというオープンソースのプラッ

トフォームにフォークした情報がプロジェクトとして立ち上がり、SNS等で一緒に開発して

くれる有志を募集したところ、約70名ほどのエンジニアと非エンジニアのみなさんがメンバ

ーに入ってくれ、共同でサイトの設立・運営を行っている。 

 サイトの公開が4月1日ごろなので、実質2、3日でサイトは立ち上がった。これだけ早く立

ち上げることができたのは、東京版のコードをそのまま使用することができ、技術者達がド

キュメントに残してくれて、必要な情報が揃っていたから。オープンソースになっているた

め、東京のコミュニティでは知見やどういった風にやっていくのか、他の地域が同じように

作りたい時に必要なサーバーやドメインの設定などもドキュメント化されていた。そのため、

沖縄版の開発はそれを見ながら開発を進めることができた。その点がオープンソースのすば

らしさである。 

 

【活動体制】 

 約70名ほどのオープン・コミュニティ。メンバーは常に流動している。 

 

【活動成果】 

 立ち上げて2,3週間で100万pvに到達した。多くの人に見ていただいているというのが一つ

の成果だと思う。そして、沖縄県民の感染者数を知りたい時に見てもらえるサイトになって

いることも成果。 

 何よりも、コロナ禍で怖いとか不安の感情がある中で、「役に立ちたい」、「正しく知っ

て、正しい情報を伝えたい」という想いから色んな人が関わってくれるようになったという

のは大きな成果だと思っている。オープンソースと呼ばれる今までになかったインターネッ

トを通じて情報をオープンにしていくこことやシビックテックの精神が成果の要因である。 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 「いつも見てるよー」という声を聞いたりもする。知り合いから、「このサイト、コロナ

の状況分かるからいいよ！」とシェアもらった時は、「あぁ、見られているんだ」と感じる。

逆に、サイトに対して、数字の出方や「もっとこうしたほうがいい」などの意見をもらうこ

ともある。このような取り組みは、インターネット上で批判も集まってくることは避けられ

ない。 

 

【第二波を受けての活動】 

 「今、何ができるのか」というのは考える。CODE forのコミュニティの人たちで多くの人

を助けることができるかもしれないし、シビックテックの資源を使いながらできるお手伝い

はやっていきたいなと思っている。 
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【今後の活動】 

 コミュニティの活動なので、来年・再来年も継続していくのは難しい。沖縄県にオープン

データ化を求め、自動で更新できるようになるまで責任をもって行う予定。そこまでやるこ

とによって、感染症対策サイトのプロジェクトは始まりであり終わりだと考えている。 

 今後は、行政との連携を中心に活動するのではなく、ボランティアなどを通して社会課題

に向き合っている方々に対するテクニカルサポートなどを行い、連携していきたい。 

  

【困ったことや課題、改善点】 

 色んなステークホルダーと呼ばれる利害関係者、利害調整が必要な人が出てくる。サイト

を見ている市民もそうかもしれないし、行政の方や、色んな人が出てくる中で、そことの調

整が難しかったりする。基本は対話をしていって調整するが、時には他の人の力も借りて調

整を進めていった。 

 現在、沖縄県には、データ提供をお願いしている状態。県にExcelデータを頂いて、それ

をアップロードしている。本来は、沖縄県がデータをオープンにし、感染者をリアルタイム

で県民に開示すべき。今後は、オープンデータとして、県がデータベースに数字を入れると

自動でサイトに反映されるということをやっていきたい。なので、オープンデータの対応の

要請を県に対して行っている。(※2021年2月8日より、CSVファイルが公開されている。) 

 沖縄県には、市民によって社会課題を解決するシビックテックの取り組みは評価してもら

っている。しかし、県としては、県民から集めた税金を委託する先としては、責任を取れる

ところにやってもらわないといけない。現状は、ITの外郭団体がフロント業務を行い、CODE 

for OKINAWAが担当する部分に関しては、その外郭団体が責任を持つという対応をしている。

やはり、コミュニティの責任がどこまで取れるのかが課題になってくる。 

 仕事として受けてしまうと、ただの仕事になってしまう。みんな利益追求の人が集まって

くると、ボランティアではなくなり、コミュニティではなく会社としてやるべきことになっ

てくるので難しいところ。基本的には、利益追求型の組織にはしていきたくない。ボトムア

ップ型のコミュニティであればいいと思っている。本当は県と仕事をするよりも、目の前に

あることをやりたい。例えば「ゴミが落ちているからそのゴミをきれいにしよう」という課

題を、コードを使って、地区ごとのゴミの量や処理費用などを可視化するなど。そのような

ことができるのがシビックテックの力。より目の前の課題をボトムアップ型で解決して、

「それ私も解決したい！」と思っていたという人がボランティア精神をもって参画してくれ

て、社会の課題の解決してくれる人たちが集まってくれたらいいなと思っている。 

 今回たまたま、「コロナの対策サイトで人が足りません助けてください、協力してくださ

い」という呼びかけに対して集まってきた人が多いので、本当の意味でシビックテックマイ

ンドを持った、社会課題にボランティアの精神を持って協力したいという人が集まったわけ

ではない。今後はカルチャーの部分や啓蒙活動、シビックテックの醸成というのはやってい

く必要があると考えている。やはり、その部分で共感してもらえないと、今後別の何かがあ

ったときに協力できなかったりすると思う。 

 現在、感染症対策サイト以外にも、様々なプロジェクトが動いている。プロジェクトは、

「やりたい」という想いがある人が自主的に携わっている。それぞれ家族がいたり、仕事が

あったりなどで制約があるなかで携わっているので、プロジェクトがなかなか進まないとい

うこともある。しかし、タスクをたくさん詰めたり、進まないことを責めることなどはしな

いし、できない。 
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【今後に活かせることや気づき】 

 重要なのは、シビックテック。市民によって社会課題をコードを使って解決しようという

動きで、世界中にあり、日本でもCODE for JAPANという東京の団体がそのような取り組みを

していた。そのため、展開しやすかった。なので、今ではこのコミュニティは全国にあり、

サイトが作られている。本家の東京のサイトをベースにしつつ、地域独自の機能を追加して

発展もしている（沖縄県版では、チャットボット機能の実装など）。もともと東京には、地

震の時に避難するマップをシビックテッカ―達が作ったりしていて、そのような知見があっ

た。市民やコミュニティによって必要なサイトを作るという文化が醸成されていたので、今

回の感染症対策サイトの動きも早かった。 

 顔も見たことがない会ったことがない人たちがプロジェクトに関わってくれて、今は一緒

に共通の想いをもって進めているので、コロナならではのことだった。 

 こういう活動をやっていく上で、「社会課題を解決しよう！」とするモチベーションより

も、コードやテクノロジーを使って課題を解決したいという想いを持った仲間が集まり、全

国・世界中とつながることができる出会いがあるというのを面白く感じることが大切だと感

じた。
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・しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 

 

【リンク】 

・Facebook https://www.facebook.com/smf.okinawa/ 

・ホームページ  

https://www.single-mama.com/council/member/%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%90%E3%8

2%8B%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%82%E3%81%9A%E3%83%BB%E3%81%B5%E3%81%89%E3%83%B

C%E3%82%89%E3%82%80%E6%B2%96%E7%B8%84/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年8月28日 

 

【通常の活動】 

 シングルマザーが子どもと一緒にイキイキ楽しく安心して生きられるよう、お互いに元気

づけあえる情報提供、交流の場をつくるほか、行政への働きかけを行っている。月に1回、

那覇市にておしゃべり会の開催やメルマガ・Facebookにて情報配信、講座の開催など。 

 

【コロナ禍プロジェクト内容と目的】 

 ひとり親家庭が今日明日生きることに不安を感じないことを目的に活動している。住むと

ころ、食べるものがあればなんとか明日を生き延びてもらえる。主に食の支援を中心に行い、

住むことに関しては、住宅確保給付金という制度があるので、情報提供しながら活用しても

らっている。実際に行った取り組みは以下の4つ。 

 

①お米の無料配送 

 寄付をもとに、ひとり親家庭へのお米の継続的郵送を行っている 

 

https://www.facebook.com/smf.okinawa/
https://www.single-mama.com/council/member/%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%82%E3%81%9A%E3%83%BB%E3%81%B5%E3%81%89%E3%83%BC%E3%82%89%E3%82%80%E6%B2%96%E7%B8%84/
https://www.single-mama.com/council/member/%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%82%E3%81%9A%E3%83%BB%E3%81%B5%E3%81%89%E3%83%BC%E3%82%89%E3%82%80%E6%B2%96%E7%B8%84/
https://www.single-mama.com/council/member/%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%82%E3%81%9A%E3%83%BB%E3%81%B5%E3%81%89%E3%83%BC%E3%82%89%E3%82%80%E6%B2%96%E7%B8%84/
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②シンママ応援会～食品等の無料受け渡し～ 

 ひとりで子育てしながら生活を支えているお母さん達に役立ててほしいと、企業・団体様

から寄付いただいた食品等を、お母さんたちにお渡しする会を開催。ドライブスルー形式の

食品受け渡し会を若狭公民館と連携して行った。お母さん方は車に乗ったままで、私たちが

後部座席に荷物を搬入して、接触することなく食品の受け渡しをした。開催は4月26日（日）

の一度だけ。 

 

③無料宅配お弁当 

 有志の方々が企画し、子ども食堂と一緒にお弁当の配達を実施。週三日、一日200食ほど

の弁当の配達を行う。那覇市福祉課や社会福祉協議会などからの情報をもとに、必要な家庭

に届けている。 

 

④コラボ企画「はっぴーどりーむ大作戦！！」 

 ベストウエスタン沖縄恩納ビーチと連携し、ひとり親世帯のお子様の笑顔見たいという趣

旨の元、ひとり親世帯の皆さまを当ホテルに無料で招待する企画を実施。朝食と夕食もつい

て全て無料。お母さんにとっては、コロナ禍で一日で作る食事量が増えたり、子どもが家に

いることで心無い言葉遣いをしてしまったりすることもある。そういうものを一度リセット

する時間にして欲しいと開催。 

 

【準備に関すること】 

 「お米無料発送」に関しては、寄付金が集め以外では、準備にそこまで時間はかからなか

った。「シンママ応援会～食品等の無料受け渡し～」は、1カ月ほどかけて、企業への協力

依頼や物資・寄付金の調整を行った。当日はメンバーで食品の仕分けを行った。 

 寄付金は常に集めているが、コロナ禍で情報を得た人や企業からの「寄付したい」という

連絡は急に増えた。私たちとしては、広報を何か変えたわけではない。ニュースなどを見て、

ひとり親が大変だということで、私たちの活動を知って、という流れだと思う。 

 

【活動体制】 

 運営人数は4,5名ほど。それぞれが仕事や家庭をもって行っている、小さなボランティア

団体。ボランティア団体で、活動をさらに広げられるわけではないので、今やっていること

を今あるつながりの中で継続できるようにしていく。代表に関しては、色々な子ども支援や

困窮者支援の団体と繋がっているので、そこで情報交換などは行っている。 

 

【活動成果】 

 全体の成果としては、これまではやってこなかった直接支援を行ったことで、団体を知っ

てもらって、メルマガの登録者数が圧倒的に伸びて、情報を届ける方が増えたこと。また、

お弁当と一緒に支援情報の一覧（有志の方々が集まって作った冊子のようなもの）を届ける

こともできた。食の支援を通じて、ひとり親家庭の方々とより一歩深く繋がることができた

と思う。 

 リゾートとのコラボ企画は、私たちの活動としては異色だった。シンプルに生き延びるた

めだけではなく、心を落ち着かせる支援ができたのは、今回の機会があったからだと思う。 
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＜各取り組みごとの成果＞ 

 ①お米の無料配送 

  現在、のべ300世帯ほどの家庭へ配布を行った。 

2021年2月には第四回目を実施した。 

 ②シンママ応援会～食品等の無料受け渡し～ 

 24世帯66人のお母さんと子ども達へお米や食料品の配布ができた。 

 ③無料宅配お弁当 

お弁当を一日200個ほど配達している。 

世帯数だと、その半分や三分の一くらいの6,70件程度。 

 ④コラボ企画「はっぴーどりーむ大作戦！！」 

参加者は60世帯ほど。子どもたちとお母さんでゆっくりする、リフレッシュしても

らう時間の提供ができた。 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 多くの人に、「助かります」「感謝しています」とメールやメッセージでいただいている。

お母さんたちにとっての救いの提供はできていると思う。 

応援する方々も増えている。「何かできることがあれば」という声もいっぱいいただいてい

る。 

 

【第二波を受けての活動】 

 基本的には変わっていない。お米の配送をもう一度準備しているくらい。第一波が終わっ

て、支援団体や企業が増えてきて、様々なところでお弁当を無料で配布していたりする。個

人的には社会福祉協議会がそのような情報を繋いでくれたらいいなと思う。 

 

【今後の活動】 

 弁当配達も継続して、子どもたちが3食当たり前に食べられるようにしていきたい。大人

も含めて食べることに関しては困らない沖縄であって欲しい。 

ひとり親の生活が大変だなというのは知っているかもしれないけど、それが自分事となって、

ちょっとでも近い問題として捉えてもらえるようにするには工夫も必要だと思う。 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 食品の受け渡し会などの回数を増やすことができたらよかったとは思うけど、マンパワー

も時間も取られてしまい、1回でへとへと。お弁当の配達も行っていたので、そこまで活動

を広げようとも思えなかった。キャパオーバーになることで、期待されていた支援ができな

くなることもあった。 

 お米の無料配送やリゾートとのコラボ企画では、問い合わせがメールになるので、どうし

ても返信が遅れてしまうこともあった。メッセージなども来るが、量が多くて後手に回って

しまう。 

 お米やお弁当の配布なども完全にボランティアで交通費も自分たちで出していた(現在は

民間財団からの助成金で補っている)。なので、情報を渡せばお弁当を配ってくれると行政

には安易に考えてほしくない。お弁当配布を一緒に行っている子ども食堂も、予算はあると
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いえ、ぎりぎりの中やっている。スタッフを若い方ばかりではないので、コロナの感染リス

クもある。行政は、そういうのも理解して、ちゃんと相談してほしいと思う。 

 大変だったことは、お弁当の配達。お弁当をピックアップして届ける活動で、昼と夕方便

があり、多いときに１人で一日20件回る。夕方は渋滞もあったり、届けるお母さんたちの人

数も増えてきて、届けられていない家庭が出てきてしまって、後からクレームような電話も

あったりした。こっちとしても期待させてしまっている部分もあるし、それを待っている子

どももいる。そういうのを経験すると、自分たちの力が足りない部分まで支援を広げること

は気を付けないといけないと感じた。仕事や家庭がある中活動していて、この時間までには

届けないといけないとか、お母さん方からのメールの返信もしないといけないという細かい

ことも含めてストレス溜まりやすくなっていた。コロナ禍で弁当配達している時期は、結構

カツカツだった。 

 今考えてみると、配送員を置いてその人に任せたり、仕事をなくしたお母さん達にその仕

事をお願いすることもできたのではないかと思う。受け取る側の安心安全の面でも、同じ立

場のお母さん方や同性の方がいいはず。ただ、個人情報を扱うので、配送員などをむやみや

たらに不特定多数にしたくはなかった。 

ボランティアでやっているので、誰かにお願いもしづらい。結果的には、お願いせざるを得

なくなって、お願いする中でなるべく少人数で回すようにしていた。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 本来、私たちの団体はいなくても回る社会が理想。子ども食堂はよく聞くと思うが、ひと

り親のお母さんの支援は少ない。シングルマザーは、「離婚したのは自分たちのせいだろう」

とか、「子どもを産んだから育てるのは当たり前だろ」という声にさらされがち。お母さん

を支援しないと子どもも安心安全にはならない。私たち団体は、子どもの支援は、基本的に

は取り組んでいる団体にお任せしながらも、お母さんたちに寄り添いながらお母さんたちの

支援をしようという立ち位置。なので、コロナ禍で私たちの活動が必要とされることは、シ

ンプルに困って、悩んでいるお母さんたちが増えたんだろうなと思う。 

 女性のための就労支援はあったりが、暮らしに寄り添いながら定期的に活動している団体

は少ない。母子寡婦福祉会という団体が県や各市町村やにあるが、一つの団体が悩めるお母

さん方のカバーを全てできる状況ではないので、私たちの団体が存在している。団体や組織

との相性などもあるので、選択肢の一つとして存在することには意味があると思う。 

行政などにはない特徴としては、ハードルが低いこと。相談するために必要な要件もなく、

MessengerやLINEでやり取りができる。行政の支援として母子家庭の手当があるが、年一で

現状報告をしないといけない。その時にプライベートな話を聞かれたりして、お母さんたち

は行政嫌いになりがち。そうなると、困ったときにの相談先として行政関係には行きづらく

なる。なので、行政以外の支援団体がいる必要はあると思う。 

 今の現状は、コロナに関係なく、ギリギリの家庭がいっぱいあったということだと思って

いる。これだけの人が苦しむというのは、社会的に色々なものが歪んでっているから。そも

そもの雇用のあり方やセイフティーネットや生活のライフラインを支えるための支援のあり

方を見直さないといけない。沖縄の暮らしのインフラが弱すぎる。コロナはそれを如実に分

かりやすくしてくれただけ。ただ、分かりやすくなったおかげで、色々な企業や個人が様々

な形で自分のできることをやったのは沖縄の力だと思う。コロナが忘れ去られても、みんな

が意識し続けることができたらいいなと思う。 



19 

ひとり親だけではなくて、おじいちゃんおばあちゃんも障害者も、働いている方も含めて、

みんな何かしら困ったりつまづくことはあると思う。その時に支えられる社会であるために

は、隣の人を気にしたり、１人１人が人に興味を持ったり。ただつながればいいというわけ

ではないが、興味やアンテナが立った時には一歩足を踏み出せるような空気感が作れたらと

思う。コロナでは、色んな形で叩かれる。そうではなく、批判じゃなくて応援の量が増える

社会になるといいなと感じる。
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・NPO法人まちなか研究所わくわく 

 

【リンク】 

NPO法人まちなか研究所わくわく 

・ホームページ http://www.machiwaku.com/ 

・Facebook https://www.facebook.com/machiwaku 

NPO・市民活動団体のための新型コロナウイルス対応お役立ちサイト【沖縄版】 

(管理運営：「おきなわ市民活動支援会議」有志団体) 

・サイト https://sites.google.com/view/okinawa-npo-covid19/home 

なは市民活動応援サイト 

(那覇市新型コロナウィルス感染症対応市民活動力アップ相談事業) 

・サイト https://nahasen.info/ 

マチグヮー楽会 

・サイト https://machigwagakai.ti-da.net/ 

・Facebook https://www.facebook.com/machigwa/ 

地域情報誌「み～きゅるきゅる」 

・ブログ https://studio396.ti-da.net/ 

・Facebook 

https://www.facebook.com/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%AA%8C%E3%8

1%BF%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B-152713338133018/ 

 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年8月25日 

 

【通常の活動】 

http://www.machiwaku.com/
https://www.facebook.com/machiwaku
https://sites.google.com/view/okinawa-npo-covid19/home
https://nahasen.info/
https://machigwagakai.ti-da.net/
https://www.facebook.com/machigwa/
https://studio396.ti-da.net/
https://www.facebook.com/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%AA%8C%E3%81%BF%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B-152713338133018/
https://www.facebook.com/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%AA%8C%E3%81%BF%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B%E3%81%8D%E3%82%85%E3%82%8B-152713338133018/
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 みんなで決めて、みんながつくる そんな社会をつくるために、参加型の話し合いの場

(ワークショップ)の企画運営や、地域情報誌の発行、まちづくりに 関わるデザイン、調査

研究などを行っている。 

 

【コロナ禍での活動】 

 4月にNPOを対象としたアンケート調査を行い、要望書にまとめつつ、6月にオンライン講

座を開催した。7月から那覇市の相談事業の準備、8月から相談事業をスタート。各事業詳細

は以下の通り。 

 

①新型コロナウイ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 

 コロナ禍における公的な経済支援は2,3月の段階から検討されていた。その中で市民活動

に対しての公的な支援策が抜け落ちてしまわないように、「コロナは市民活動にも影響を及

ぼしている」ということを調査で可視化し、訴えていく必要があった。そこで、岡山のNPO

センターの調査から始まって、全国の各都道府県の中間支援組織がNPO向けのアンケート調

査を行った。沖縄の中では、初めに我々に打診があり、県内の中間支援組織が2カ月に一度

情報交換会を行っている「おきなわ市民活動支援会議」が実施主体となった。この会議は20

03年から続けているもの。沖縄県内の結果は、岡山のNPOセンターを通じて、全国の調査結

果として取りまとめて、NPO議員連盟に要請書として提出している。 

 今回はスピード感が大切で、各県から声が上がっている中で沖縄から声が上がらないとい

うのは避けないといけないという思いから迅速に対応した。また、沖縄県内のNPOや市民活

動がどうなっているのか見えない状況だったので、そこを拾う意義は非常に感じていた。た

だ、我々だけでできるものではなく、おきなわ市民活動支援会議の構成団体と一緒に行う調

整をして実施した。 

 これらを基に、国の方でも色々な施策の対象に、企業だけではなくNPO法人等の非営利組

織へも枠が広げられた点には一定の成果があったと思う。 

 アンケートによって、団体が何に困っているのか、どういう状況なのかというのが見えた

のが一番の成果。金額的には数千万単位で減額が見込まれている団体もあり、雇用の継続が

難しくなる団体があることは明らかであった。NPOはボランティアベースで活動している団

体もあれば、有給職員を雇って1,2億円規模で活動している団体もある。有給職員を抱えて

いる団体が雇用の継続が難しくなれば、市民の方々への支援自体がなくなってしまったりす

る。市民活動の支援がなくなることで、困っている人や困りごとが潜在化して、見えなくな

ってしまう。そのような潜在化を少しでも防ぐことが、中間支援では大事になってくるとい

うことで取り組んだ。その成果はまだ分からない。 

 

②「新型コロナウィルスの影響による NPO 及び多様な市民活動の存続危機に対する支援に

関する要望書」の提出 

 NPO法人等緊急アンケートの結果を踏まえて、沖縄県知事と那覇市長宛に要望書を提出し

た。要望は5点あった。その中で行政の事業を受託している団体や制度の中で活動して市民

を支えている団体に対しては、コロナにおいて事業が展開できないという理由で委託料が減

額されることは避けてくださいということを伝えた。実際、全国的にはそのようなケースが

何件か出てきていた。 
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 県知事への要望書については、県に対して様々な要望・要請が行われていた時期であり、

コロナの影響で直接対面での受取は行わない対応をしていたので、県知事ではなく担当部署

にお渡しした。那覇市長については直接手渡すことはできた。那覇市については、要望書に

基づいて、市民活動・NPO活動に関する相談事業が予算化されて、実施されることに繋がっ

た。 

 

③コロナ禍における沖縄の課題を知るオンライン講座 

 NPO法人等アンケート調査を受けて、6月半ばに5夜連続で「コロナ禍における沖縄の課題

を知るオンライン講座」を開いた。困りごとに立ち向かって実際にコロナ禍で活動している

団体の声を聞きたいということで、コロナ禍における沖縄の社会課題を確認しようと5つの

分野でゲストを招いた。分野はシングルマザー、外国人留学生、障がい者、子ども食堂、高

齢者。 

 参加者は各回9～13名、トータル44名ほど。参加者層は各分野の支援者、行政職員、コロ

ナ禍で具体的に何が起きているのか知りたい人など。7割は繋がりのある人達。理事の繋が

りで県外からの参加や、関西の大学生の参加もあった。我々としては、オンラインで講座を

やるのが初めてのチャレンジだったので、やり方などは試行錯誤しながら開催した。5回開

催できたので、その都度ブラッシュアップしながらできたのは良かった。今オンラインで取

り組もうとしていることの実験もできた。ここで得られた現場の声は、今受託している「那

覇市新型コロナウィルス感染症対応市民活動力アップ相談事業」を進めていく上での仮説の

材料となっている。 

（参考）オンライン講座報告レポート https://machiwaku.ti-da.net/e11607876.html 

 

 

その他、「NPO・市民活動団体のための新型コロナウイルス対応お役立ちサイト【沖縄版】」

の運営や「那覇市新型コロナウィルス感染症対応市民活動力アップ相談事業」にも取り組ん

でいる。 

 

【第二波を受けての活動】 

 第二波において緊急事態宣言が出ているが、法人としては、諸々の事業がスタートしてい

るので、4月に行った休業は取らない方針。しかし、学校が休みになったり、保育園が家庭

保育の要請に変わったり、色々なことを家でやってという流れになっている。子育て中のス

タッフも多いので、柔軟に対応しつつも、色々無理をしてもらっている部分もある。 

 

【今後の活動】 

 那覇市の相談事業においては、税理士や社労士、子どもの居場所、地域福祉などの専門家

が相談を受けられるネットワークづくりに取り組んでいる。 

 制度や支援メニューは色々出てきてはいるが、それを使えるかというのはまた別。事業を

通して、必要としている人が制度を使えるようになってもらいたい。ただ、待っていても相

談者は来ないので、アウトリーチの検討や相談につながる調査の準備を行っている。各分野

ごとの小グループインタビューや那覇市に関わる市民活動団体のアンケート調査など。 

 また、集合研修型の仕事がなくなり、かなりの減収となった。今年はなんとか乗り切るこ

とができても、来年以降のことを考えて、オンラインの人材育成プログラムを作る必要があ

https://machiwaku.ti-da.net/e11607876.html
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る。その第一歩として、今年の「沖縄地域社会ビジョン大学院」はオンラインで講座を行う。

今まで我々が得意としてきた対面でのワークショップができない状況であり、新しい参加の

形を模索していく。 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 目の前のことをとにかく一つひとつやってきた。もちろん、それぞれの取り組みの中で、

アンケート調査の回答数やオンライン講座の参加者をもっと増やしたいという点はある。ま

た、コロナ禍も一つの災害ととらえるならば、災害時の中間支援のあり方は常に突きつけら

れる。 

 困った点は、法人を回していく資源（人やお金）。第一波の際は、スタッフは休業にして、

代表と副代表の2人で回していたので大変だった。2人で回さなければいけなかったのは、収

入やスタッフの安全確保の面を考慮したため。4,5月は年間でいうと収入は少ないのは想定

済だったが、その中からさらに想定していた仕事がなくなっていった。雇用調整助成金など

の支援制度を活用しているが、必要なこと・求められることを実行していくための資源のミ

スマッチはどうしても出てくる。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 コロナ禍によって、顕在化した問題も多くあるが、地域で起きている困り事や問題が見え

づらくなり、潜在化した部分がある。例えば、子ども食堂では子どもたちが集まることがで

きず、活動休止し、子どもたちの状態がわからなくなっていく。こうした見えなくなった問

題や状況が広がっており、そこでは、もともと支援策が無かったり、弱かった領域であるこ

とが多い。誰が問題を把握し、見える化し、サポートしていくのか、考え、話し合い、実践

していくことが求められている。 

 また、中間支援的なところでいくと、何か活動したいという人と現場をどう結びつけるの

かという課題がある。コロナ禍におけるボランティア活動は色々なリスクと背中合わせ。大

学は学生の実習やボランティア活動を制限している。 

 我々の活動は中間支援なので、現場での目線と俯瞰した目線の両方で課題を捉え、各分野

の団体や県外とのネットワークを生かしながら、各事業に取り組んでいかなければならない

と思っている。 

 災害時では、外部からの支援が引いていく時に、地元主体の復興に移行していくことが重

要。しかし、コロナではいつ始まって、いつ終わるのか明確でない難しさがある。加えて、

みんな困っている。逆に「みんな困っているからみんなでやろう」が言いやすくなったとも

捉えることができる。
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・留学生支援 

 
 

【リンク】 

多文化ネットワークfuふ！沖縄 

・ホームページ http://tabunkanet.org/ 

・Facebook  

https://www.facebook.com/Tabunka-network-Fufu-%E6%B2%96%E7%B8%84-1014063584

86039/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年9月10日 

 

※某団体での留学生支援に携わった後、現在は独立して「多文化ネットワークｆuふ！沖縄」

という団体を設立して活動を行っている方にインタビューを行った。 

 

【留学生支援のきっかけ】 

 コロナ禍で留学生支援を行っていくようになったきっかけは、新聞に外国人留学生の現状

について記事が掲載されたこと。記事を見た県民から「募金したい」「支援したい」「助け

たい」という声が新聞に届き、寄付の窓口として某団体が対応することとなった。対応する

中で見えてきたのは、やはりみなさんからの「助けたい」という想い。そこが沖縄特有だと

思う。「年金生活で多くは出せないけど、五千円持ってきた」と、ご自身も若いとき本土で

苦労したから、留学生のことが自分事のようだということで寄付をされた方もいた。そのよ

うに、みんなの想いが集まった支援金だった。このような「何かできないか？」という声を

無駄にはできない。それが一つのきっかけ。 

 

【某団体での活動内容と成果】 

 集まったお金や物品の寄付をもとに、留学生への支援金の給付と食品やマスクの配布を行

っていた。さらに、「ネパール料理お持ち帰りプロジェクト」も実施した。 

http://tabunkanet.org/
https://www.facebook.com/Tabunka-network-Fufu-%E6%B2%96%E7%B8%84-101406358486039/
https://www.facebook.com/Tabunka-network-Fufu-%E6%B2%96%E7%B8%84-101406358486039/


25 

①支援金の給付 

 留学生への支援金は最終的に約250万集まり、希望があった日本語学校や専門学校の学生

１人当たり2,260円の支援をすることができた。留学生に「募金してくれた人がいて、あな

たをサポートしているよ」という声を届けることができれば、留学生がもし困っているとき

に「沖縄の人はこうな風に支えてくれるんだ」という気持ちのサポートになるのではないか

と考えた。寄付をしてくれた方の想いときちんと届けるため、各学校の担当者の方には、事

務所に来てもらい、何名の人がどのような気持ちで募金したのかを説明し、学生にもその旨

を説明してもらうことをお願いした。 

 

②食品やマスクの配布 

 新聞記事がきっかけとなり、団体から寄付を募ることは行っていないにも関わらず、お金

だけではなく、様々なな企業や個人から野菜、お米、手作りマスクなどが届いた。コロナ禍

の中で食材が余るなどして、どこかに届けたいと思っている人達がいることも教えてもらっ

た。本当に色々な方々からの寄付があり、まさに、コロナ禍の中のドタバタという感じ。災

害支援センターはこんな感じなんだろうなと思った。そして、きっかけがあれば自然に人が

繋がっていくことができるということを感じた。 

 

③ネパール料理お持ち帰りプロジェクト 

 お金や物品の寄付だけではなく、飲食店のオーナーからは「コロナの影響でお店がしまっ

ているから、何かできないか」と連絡があり、「ネパール料理お持ち帰りプロジェクト」の

実施にも至った。このプロジェクトでは、休業している飲食店のキッチンを借りて、留学生

がメニューを考え、食材を買って、料理を作って、販売する。良さは、学生のできることを

活かすこと。さらに、このプロジェクトを通して、留学生と地域の人々との関係性は強くな

っていった。参加した留学生は、地域の人とつながったり、自分のスキルが活かせたり、

「ありがとう」といってもらえる経験をすることで表情が明るくなっていった。今では参加

した留学生とお店のオーナーは家族や友達のような関係になっている。人が繋がるきっかけ

となった。 

 

【多文化ネットワークｆuふ！沖縄立ち上げのきっかけ】 

 コロナ禍では、何を一番大切にするのか、方向性の違いがはっきりしてくるので、同じマ

インドの人はすぐ繋がるけれど、逆に考えを違う人とははっきりと分かれてしまうことを学

んだ。留学生支援を行う上で、組織の中でも、価値観や方向性、ビジョンの違いが見えてき

て、合わない人とはやりにくい大変さがあった。組織の方向性がはっきりと見えてきたため、

組織と別の考えを持つメンバーで「多文化ネットワーク fuふ！沖縄」を立ち上げることと

なった。 

 

【活動方針】 

 某団体の活動を通して、留学生の生活困窮は、コロナ禍以前からある制度的な課題が大き

いと考えるようになった。そして、制度の間にある子たちの存在も見えてきた。実際に留学

生と関わる中で、留学生が気軽に相談をできたり、ちょっとしたサポートを受けられる体制

の大切さを感じるようになった。 
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 サポート体制を充実させるためには、行政との連携だけではなく、団体同士、個人同士な

どのネットワーク構築も重要。多文化共生は１人でやるのではなく、色々な人と一緒に考え

て、協力していきたい。 

 

【活動予定】 

 一つの団体だけで活動していると、一部分だけの支援になってしまたり、他の団体と協力

すればもっとできることもある感じることもあり、情報共有ネットワークの必要性を感じて

いた。そのため、外国人に関するネットワークを作ることを予定している。 

 また、スーパーやコンビニの駐車場の一角でパラソルをたて、テーブルを広げて、そこで

ヒアリングを行い、留学生と出会える場所を作りたいと考えている。いずれは移動販売車で

の活動もできたらいいなと思う。留学生が居る場所に移動販売車で向かって、日本語クラス

を開催しながら相談会を行っていきたい。活動の第一歩としては、外国人の現状を知るため

のヒアリングとアンケートも予定している。調査を通して、コロナの影響で生活がどう変化

したのかを把握するとともに、様々な留学生と交流する目的もある。 

 某団体での活動が終了してからも、支援をしたいという声は届いており、継続的に寄付を

したいという方々もいる。そのため、留学生のための基金を設立して、現在約70万ほどが集

まっている。このお金は、留学生と関わっていく中で、必要な時に使っていきたいと考えて

いる。
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・沖縄アマビエプロジェクト 

 

【リンク】 

・ホームページ https://amabie.okinawa/ 

・Facebook https://www.facebook.com/amabieokinawa/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年8月20日 

 

【活動内容】 

 メインの活動は、「GIVING ゆいまーる」と「ART ゆいまーる」の2つ。「GIVING ゆい ま

ーる」では、企業や個人からの医療物資や企業製品、サービスなどの提供を必要とされて 

いる施設・団体につなぐ活動、「ART ゆいまーる」では、アーティスト作品や企業のアー 

トコラボ等を紹介する活動を行っている。  

 さらに、「かふーしBOX」というアイディアの提案も行っている。応援者がBOXを設置 し、

寄付者が家に余っている食材をBOXの中に入れ、必要とする利用者が食品をBOXから 持ち帰

るというもの。 

 今後は「GIVING ゆいまーる」にて企業、個人からの提供を（医療物資、企業製品、サー

ビスなど）必要とされている施設、団体につなぐ活動のほか、学び、暮らし、食、遊び、自

然、エクササイズなどの暮らしに役立つ情報なども紹介。衣・食・住をより心地よく、楽し

むきっかけにしていただく活動も行っていく。  

 

※沖縄の方言でゆいまーるとは「助け合いの精神」、かふーしとは「感謝」の意。 

 

 

 

https://amabie.okinawa/
https://www.facebook.com/amabieokinawa/
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【活動目的】 

 プロジェクト全体の活動目的は、コロナ禍において心温かな提供、助け合いの活動がすで 

にたくさん行われている中で、そうした愛のある活動をさらにたくさんの人が知り、愛を感

じ、今日を生きていく勇気、ともに歩んでいるという穏やかな気持ちに繋がっていくこと。 

復興は、人に対してのゆいまーるの繋がりや喜び、団結、愛があってこそできるもの。だか 

らこそ、このプロジェクトは、ポジティブなものを発信する立場だと考えている。  

 「GIVING ゆいまーる」は支援を必要とする県内各所への医療物資や物品支援、「ART ゆ

いまーる」「GIVINGゆいまーる（情報提供）」では、StayHomeや衣・食・住をより心地よく、

楽しむ きっかけにしてもらうこと、「かふーしBOX」は、簡単にできる助け合いや地域コミ

ュニ ケーションの構築を目的としている。  

 

【活動のきっかけ】 

 最初からアマビエプロジェクトを行う予定ではなく、プロジェクトメンバーそれぞれが 

想っていたことが合わさって、プロジェクト化することになった。各々がコロナ禍でできる 

ことを模索しており、「子どもたちと作った作品にアマビエのイラスを添えて病院へ届け 

て、感謝の気持ちを伝えたい」、「本業でのルートを活かしたマスク調達、寄付分にアマビ 

エのイラストを同封したい」というメンバーと、アマビエのイラストを提供できるアーティ 

ストメンバー、ホームページ制作やマーケティングができるメンバーが集まって結成した。 

 

【活動体制】 

 プロジェクトメンバーは4名。「GIVING ゆいまーる」、「ART ゆいまー る」での情報提

供や協力者対応、ホームページ制作Webマーケティングと大まかに役割分担 をしている。 

 コンセプトは「１人１人ができることを」。それぞれが持っているものは違うが、その気 

持ちやアクションを寄せ集めれば何か大きなものができると考えている。「プロジェクト」 

というと前のめりになってこれやらなきゃ、あれやらなきゃとなりがちだが、丁寧に湧き上

がっ てくる想いを大切にしつつ実行することを心がけている。何よりも持続可能な取り組

みにしたかったので、仕事を強要しないスタンスで活動している。やれない人がいるならそ

の人をみんながフォローし、各自の生活（仕事、休息、プライベート）を優先して行ってい

こうと設立当初からそう決めていた。できなくなったことよりもやれることをやる。信頼関

係を築くことによって、さらに持続可能性を保持している。  

 

【活動成果】 

 全体の成果としては、感謝の見える化ができてきていること。賛同などは人数的にも少な 

いと思っているので、活動を継続していくことにより周知も行いさらに増やしていきたい。

ただ、成果 のゴールは決めていない。ゴールを決めてしまうと、そこに固執してしまう。

このプロジェ クトは「アマビエ」を使っているが、コロナに特化しているわけではない。

「持続可 能な社会を作りたい」という想いを持って流れに合わせた活動をしていく。あえ

てゴールを いうならば、流れに合わせたコンテンツを出して、ホームページを充実させる

こと。 

 「GIVING ゆいまーる」の成果としては、マスクなどの物資の提供ができたこと。マスク 

は配布できる数に制限があったため、必要な所を見極めて行政や消防署等に配布した。ま 
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た、活動を通して各所を回り、メディアに取り上げられたことで、プロジェクトの認知度が 

高まった。メディアの力は強い。 

 「ART ゆいまーる」では、賛同アーティストが増えてきた。活動当初は、賛同アーティ 

ストもおらず、どのようなプロジェクトかよく理解してもらえていなかった。作品を少しず 

つホームページに掲載し、充実させていくことで活動への理解が広まり、賛同者や作品を提 

供したいアーティストも出てくるようになった。「継続は力なり」ということを感じる。 

 「かふーしBOX」は、そこまで世の中に響かなかった。アイディアの公開が7月下旬なの 

で、タイミングが遅かった。経済を回すことがメインとなっているので、このような情報は 

見落とされがちになってくる。ただ、あくまでアイディアの提供で、アマビエプロジェクト 

がメインで動くわけではない。やりたいという想いを持った賛同者が出てきたら、広報面な 

どで協力する。あとはタイミングとご縁だと考えているので、支援活動を行っている人や周 

りの人達にこのようなツールがあることを知ってほしい。  

 

【活動に対する周囲の反応】 

 活動を知っている人もいるけど、知らない人もまだまだ結構多い。知らない人にはホーム 

ページのURLや「ART ゆいまーる」のコンテンツを送って、「良かったら使ってね」とい う

風に広めている。知名度はまだまだ。知名度が上がらなかったらやめるという活動でもな 

いので、地道にやり続けていく。 

 

【第二波を受けての活動】 

 第一波と異なり、世間全体が経済を回しながらコロナ対応を行っていた。そうなると、本 

業がありながらの活動は難しくなり、プロジェクト全体が第一波の時のようには活動できな 

くなった。具体的には「GIVING ゆいまーる」の物資提供の活動は動きが鈍くなってきた。

しかし、プロジェ クト全体の動きを全て止めるのではなく、アーティストや賛同してくれ

るような人には声を かけ続ける等できる範囲の活動を行うようにしていた。時と場合に応

じて、今できる範囲で どのように活動を続けていくのかは、第三波や冬以降も必要になっ

てくる。また、その時々 に応じて、必要な場所・人に情報等の支援を届けるにはどうすれ

ばよいのか考えていくこと も重要。社会が変化していく中で、プロジェクトの情報がどこ

で役に立つことができるのか 常にアンテナを立てて、タイムリーに発信できるのかが肝心。

タイミングを逃さないように 意識している。  

 

【今後の活動】 

 ホームページは世界のうちなーんちゅを想定し、15カ国語対応している。世界中で県人 

会があり、協力したいと思う人はいるはず。その方々に届くまでやり続けることが必要だと 

考えている。留学生対象として活動している方に「かふーしBOX」のアイディア提供を 行っ

たこともある。このような面から、いい意味でグローバルというのを感じ取ってもらい た

いし、そうすることで持続可能になっていく。また、これをモデルとして他の場所で応用 

して活用してもらえたらと思う。  

 

【困ったことや課題、改善点】 

  現在も、「サイトがうまく作れない」というようなつまずきはある。また、メンバーの

本 業が忙しくなり、プロジェクトの活動になかなか参加できないこともあった。しかし、
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その 時々でつまずくものは異なれど、できなくなったことに執着するのではなく「できる

人がで きることをする」というコンセプトのもと対応している。 

 活動を継続していく上で必要になっていくのは、認知度。アマビエプロジェクトだけでは 

なく、ゆいまーる同盟なども含めて、支援プロジェクトが第一波から今までどのような活動 

をしてきたのか、どのような想いで活動をしているのか県民に知ってもらいたい。また、ゆ 

いまーる同盟のような支援団体のネットワークの存在や異業種でも同じ想いを持っていたら 

つながれるということをモデルケースとして、県内外、そして諸外国にもに示したい。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 「GIVING ゆいまーる」、「ART ゆいまーる」の活動に絞っ ているので、あまり必要でな

かったことなどは起きなかった。活動を絞らないと、何をやっ ているのか分からない団体

になってしまう。また、感情的になってしまうと、「あれも、こ れもやりたい」、「これ

をやったらもっと良くなるかも」と先走ってしまうが、俯瞰して考 えてみると今は必要で

はないこともある。一時の感情に左右されずに、流れの中で自分たちがすべきことを見定め

て活動することが大切。 

 プロジェクトの活動は、メンバー同士一度も会うことなくリモート会議などITを活用しつ

つ活動できた。会えなくてもここ までできる。しかしその分会えないからこそその人のそ

の時々の状態をイメージして寄り添うことにより信頼関係を築いてきた。また、気持ちがサ

イトや行動、活動全部に反映すると思っているので、絶対無理にはしないことも大切。理念

は、「私たちには生活、プライベート、休む時間、食べる時間、 仕事があってのプロジェ

クトであり、プロジェクトの優先順位を一番には持ってこない」こ と。遊びたい気持ちが

勝ることがある時は遊ぶ。弱音を吐いたり、「自分は今これできない」と自分の状態を素直

に互いが言える環境をつくることも大切。弱っている人がいたら見守るという雰囲気で活動

している。プロジェクトの活動の中で、距離感や関わり方などの面で人間関係を学んでいる

感じがする。
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・沖縄やーぐまいプロジェクト 

 

【リンク】 

 ・ホームページ https://peraichi.com/landing_pages/view/stayhomeoki 

 ・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzs9XviNNoDkRyTOCfjIIog 

 ・Facebook https://www.facebook.com/StayHomeOkinawa/ 

 ・Twitter https://twitter.com/StayHomeOkinawa 

 ・Instagram https://www.instagram.com/stayhomeokinawa/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年9月13日 

 

【活動内容】 

 沖縄を拠点とする若者有志による、沖縄におけるコロナ対策について考え、呼びかけるた

めの取り組み。 

 沖縄県の感染収束を目指して、GW(ゴールデンウイーク)を中心に県外からの来県自粛キャ

ンペーン：「沖縄、休業中。」を実施。 

 また、現在のメインの活動である「やーぐまいステーション」と題したYoutube配信など、

若い世代に向け、with/afterコロナを見据えた情報発信も、SNSを通し積極的に行っている。 

 

【活動目的】 

 最初の目的は、沖縄県の感染拡大を防ぐためにGWを乗り切ること。その後は、オープンな

形でカジュアルに議論する文化を作り、社会課題を考えていく人が増えることを目的に活動

している。 

 最初の「沖縄、休業中。」という活動の中で、コロナという一つのワードを切り取ってみ

ても、沖縄の中だけでも色んな話題が絡み合っていることに気づかされた。例えば、ロック

ダウンを実際に行うとなると、人権や様々な権利が関わってくること、「Stay Homeしてく

ださい」といっても、様々な事情で家にいることが出来ない人もいることなど。コロナでは、

今までおざなりにしていた沖縄の問題が、密接に絡み合い、より分かりやすい形で見せつけ

られた。それらの課題をこのまま今までと同じように無視し続けるのではなく、自分たちが

https://peraichi.com/landing_pages/view/stayhomeoki
https://www.youtube.com/channel/UCzs9XviNNoDkRyTOCfjIIog
https://www.facebook.com/StayHomeOkinawa/
https://twitter.com/StayHomeOkinawa
https://www.instagram.com/stayhomeokinawa/
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議論していったり、色んな考えをオープンな形で発信して、考えて議論してもらうきっかけ

づくりとしてYouTube配信を始めた。 

 また、活動をしていく中で、沖縄出身でも、沖縄の知らないことがたくさんあるという気

づきもあった。YouTube配信も常に知ることから始まる。学べることがとても多く、勉強に

なり、知らなきゃいけない沖縄の現状を学べる場。さらに、同世代で沖縄のことを周りに伝

えようとしている人がたくさんいるという刺激もある。ポップなメンバーが揃っているので、

ラフに知ることから始めていって欲しい。 

 

【活動のきっかけ】 

 主に2つの流れから合流して、プロジェクトとなった。1つは、4月上旬に県内への入域制

限と2週間の外出自粛を求めるオンラインの署名運動を行っていたメンバー。もう片方は、

音楽関係のつながりで、コロナ禍に対する危機感を持つ仲間で作ったLINEグループのメンバ

ー。LINEグループで熱い想いを議論していた音楽関係メンバーから、既に動いている署名運

動を行うメンバーとシェアできることはないか？ということでにコンタクトをとり、ZOOMや

LINE会議を経て意気投合。GWが近づき、東京の感染が拡大してきたタイミングで、SNSを中

心に「#沖縄休業中」として呼びかけ、本格的に活動を開始した。 

 最初は「やーぐまい」を使用するのも、みんな分かるのか、八重山・宮古圏の人にも伝わ

るのかなど悩んだ。発信する写真もメンバーが撮ったものを使い、魅せ方にもこだわった。

「＃沖縄休業中」は、危機意識を思っていない人にもしっかり届くようにするにはどう伝え

ればいいのかを考えてできた。ただ、「休業中」と出すことで別の形で被害が生まれてきて

しまうのではないかというジレンマはあり、悩みながらの行動だった。 

 そもそもは、ロックダウンを行うにはどうすればよいのかを議論していた。沖縄は離れ島

なので、一度ロックダウンを行えば、ウイルスがなくなったクリーンな状態を作ることがで

き、周りが落ち着くまでは県民でお金を回しあえるのではないかと考えていた。しかし、個

人の権利を制限することなどを考慮した結果、ロックダウンは現実的ではないという結論に

至った。そして、活動を始めようとしていたのがGW直前だったということもあり、「今本当

にやらなければならないことは何なのか」を考えて、「＃沖縄休業中」のキャンペーン活動

に至った。「沖縄にあまり来てほしくないというメッセージも出したいが、そのまま出すと

ネガキャンになってしまって嫌だな」、「自分たちは観光や旅行の関係者ではないから、そ

ういうことを軽々しく言うのも無責任な感じがする」、「そもそも保障がない状態でそのよ

うなことをいうのは無責任だからどうしよう」という迷いはすごくあった。沖縄県知事から

の渡航自粛の呼びかけが出たタイミングで発信を始めた。 

 

【活動体制】 

 プロジェクトメンバーは8名。役割分担や組織図的なものなどは特にない。オンライン上

での活動なので、個々の負担はそこまでない。 

 活動が生活の一部になっているところがあり、むしろ、プロジェクトをやっている状態が

どのようなものなのかよくわからない。だから、何かをやってないといけないという気もし

ていないし、何かをやめたからこのプロジェクトが終わりだというのもない。そもそも個人

個人で発信していた人たちなので、それが集合体になった感じ。 
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【活動成果】 

 ある程度の「＃沖縄休業中」のインパクトは確かにあった。広がり方のスピード感もあり、

自分たちの想像していた何百倍にも広がった。気づいた時には、黒木メイサやISSA、琉球キ

ングスの方々にまで届いていた。 

 「カジュアルに議論できる文化をつくる」という成果が見えてくるのはもっと先。自分た

ちと同世代や下の世代がもっと関心を持つようになってきたり、ナチュラルに話題に出来た

りするようになってきたら成果が見えてくるのではないかと思う。 

 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 「やーぐまい」という表現は、県内の人からは、「Stay Homeと言われるよりしっくりく

る」など反応は良く、親しみを持ってもらっている。 

 

 

【第二波を受けての活動】 

 GWは「＃沖縄休業中」のキャンペーンを発信し頑張ったが、結局8月の感染率が驚くほど

増えて、第二波を止められなかったのはやるせない気持ちはあった。スピード感がありすぎ

て、気づけば火の中にいたみたいな状態。何か呼びかけようにも、何をすればいいのか分か

らなかった。 

 プロジェクトでの取り組みとしては、沖縄での感染拡大後、夜の街が危ないということで、

やーぐまいステーションにて緊急生放送をすぐ行い、医師会の方から現状のコメントや夜の

街の関係者を対象としたPCR検査を行うことを伝えた。 

 SNSでのPCR検査情報や医師会メッセージなどの現状の情報発信は続けており、第二波の時

は緊急事態宣言を嚙み砕いて説明したツイートがバズり、フォロワーが爆発的（500人ほど）

に増えた。情報を分かりやすく伝えてあげるという大切さを感じる。そして、県の公式アカ

ウントなどはあっても、意外と沖縄のコロナの情報に絞った情報が常に流れているものがな

いので、その点でやーぐまいのSNSの存在意義を感じた。今はどこにニュースバリューがあ

るのか分からなくなっているので、SNS運用の方針は検討中だが、何かあった時のツールと

しては残しておくべきだと考えている。 

 

 

【今後の活動】 

 先のことは考えていなかったが、終わるイメージもなかった。スパンは空くかもしれない

けど、考えるべき問題がある限り、その都度話すべきことがあったら準備してゲスト呼んで

聞くということが生活の一部になっている。 

 今後はイベントもやりたいと思っている。来年あたりに「やーぐまいフェス」を開催する

のも面白そう。沖縄でのフジロックみたいな、音楽もあるし、トークイベントもあるという

独自のイベントもできそうだと思っている。メンバーに2人ミュージシャンがいて、他にも

音楽関係者や音楽大好きなメンバーが集まっているので、イベントに音楽を絡めていけたら

いいなと考えている。話をするなら難しいことばかりだけじゃなくて、楽しくやりたい。県

民投票の時に音楽の力を使って呼びかけしたりしたメンバーもいるので、その精神は常に根

底に流れている気がする。 
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【困ったことや課題、改善点】 

 第一波のときに取材を通して、間違ったように受け取られかねないようなイメージを持た

れそうになった。「自分たちはこういう意思で伝えたい」と思っていても、取材をする方々

は既に用意してあるシナリオや欲しい答えを持って取材をする。そのため、マスメディアが

欲しいような答えばっかり言っていたら、自粛警察に捉えられかねないようなことになりそ

うになったことがあった。Twitterをしていても、私たちに通報してくるようなリプライが

たまに来たりすることもある。その辺のマネジメントや自分たちが伝えたいこと・やりたい

ことを日頃から再確認していかないと強く思った出来事でもある。活動の最初で取材ラッシ

ュみたいなものがあり、自分たちの芯の部分を確立できたので、マイナスにいくことは回避

できた。 

  自分達の周りにも色々な思想の人がいるので、「休業中」と出して成功だったのか、出し

たことでマイナスの方向に行ってしまった人がたくさんいる現実が待ち受けているんじゃな

いかなど、考え込むこともあった。それも含めてステイトメント出すのはとてもしんどいこ

とだと感じた。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 議論することの大切さに気づいた。色んな人がいて、色んな人の話を聞いて、一旦飲み込

んで、その人の気持ちを理解して、自分の考えを発言するという一連の流れをより一層意識

するようになった。その人の発言の裏にはその人なりに今まで考えてきたことがあったんだ

ろうなと汲み取れるようになった。そう汲み取れるようになると、例えば自分と全く違う考

えを持っていた人でも、話してみたら通じ合えることもある。 

 メンバーは、今すぐ変えられる沖縄ではなく、5年後10年後の長期スパンで考えていて、

同志。そういう展望があるから、数年積み上げていくと色んな景色が見れそうだと関わって

いて思う。さらに、みんなジャンルも違うし、同じ所にいるわけでもない。自分の軸がちゃ

んとあって、自分でちゃんと行動している上でのプロジェクトの活動なので、お互いから受

ける刺激はとてもたくさんあり、良い発見にもなる。
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・Save Okinawa Project 

 

【リンク】 

 ・Facebook https://www.facebook.com/SaveOkinawaProject/ 

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCO7doc2G5Tlu8yqenHWSJHA/featured 

・change.org 

https://www.change.org/p/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B-save

-okinawa-project-%E3%83%BCcovid-19%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9

C%8C%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%83%BC?fbclid=IwAR3LAqk8dLvEjBe9

XVJHCF_JtEe_zKmcNutNkA_xmVwS3eub2_iTLB_EOoE 

 

【インタビュー調査実施日】 2020/08/24 

 

【活動内容】 

 渡航の自粛と経済へのサポートを目的とした署名活動から始まり、県内出身の著名人が外

出自粛やせきエチケットを呼び掛ける10秒~1分程度の動画をSNSで拡散・行政と連携し地域

の大型ビジョンなどで配信する活動を行った。参加著名人は、那覇市・浦添市・沖縄市・名

護市の市長などの行政関係者をはじめ、MAXのみなさんや具志堅用高さん、県内外で活躍す

るお笑い芸人の方々などの芸能・スポーツ関係者、その他の団体や個人など多数。 

 さらに、OIST財団と連携したチャリティコンサートや「COVID-19から新しい沖縄県の未来

を創る」と題したシンポジウムも実施した。シンポジウムでは、県知事の登壇もあった。 

 

【活動目的】 

 プロジェクト全体の目的は、COVID-19から沖縄を守ること。そのために、沖縄県知事に対

して①COVID-19収束までの不急の沖縄県への流行地から渡航の自粛を宣言、②渡航自粛に伴

う、観光、経済等に関する徹底的な補助、対策の2点を求める署名活動を行った。 

https://www.facebook.com/SaveOkinawaProject/
https://www.youtube.com/channel/UCO7doc2G5Tlu8yqenHWSJHA/featured
https://www.change.org/p/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B-save-okinawa-project-%E3%83%BCcovid-19%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%83%BC?fbclid=IwAR3LAqk8dLvEjBe9XVJHCF_JtEe_zKmcNutNkA_xmVwS3eub2_iTLB_EOoE
https://www.change.org/p/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B-save-okinawa-project-%E3%83%BCcovid-19%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%83%BC?fbclid=IwAR3LAqk8dLvEjBe9XVJHCF_JtEe_zKmcNutNkA_xmVwS3eub2_iTLB_EOoE
https://www.change.org/p/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B-save-okinawa-project-%E3%83%BCcovid-19%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%83%BC?fbclid=IwAR3LAqk8dLvEjBe9XVJHCF_JtEe_zKmcNutNkA_xmVwS3eub2_iTLB_EOoE
https://www.change.org/p/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B-save-okinawa-project-%E3%83%BCcovid-19%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8D%E3%81%86%E3%83%BC?fbclid=IwAR3LAqk8dLvEjBe9XVJHCF_JtEe_zKmcNutNkA_xmVwS3eub2_iTLB_EOoE
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 インフルエンサーによる外出自粛やせきエチケットを呼び掛ける動画の目的は、感染拡大

防止のために、県民の行動変容を促す意識づけ。シンポジウムは、COVID-19の収束に向かい

つつある、今、職種を超え、世代を超え、CORONAを超えていくため（Beyond CORONA）、参

加者と一緒に熱く討議することを目的として開催した。 

 

【活動のきっかけ】 

 立ち上がったのは4月。3月後半から4月の春休みをきっかけに、県外・国外からの流入例

がきっかけとなり沖縄県内でも感染が拡大してる状況だった。そのため、まずは渡航の自粛

をお願いしなければならないという考えに至り、署名活動を行った。そして、もう一つの活

動として、県内外の発信力があるインフルエンサーの方々から呼びかけをしていただく動画

の発信を始めた。 

 

【活動体制】 

 メンバーは代表発起人1名と共同発起人21名。医療者から弁護士や政治家、公民館館長、

天文学者など様々な業種の方々が参加している。第一波の時は、週1の頻度でミーティング

を開催した。実際の活動では、代表発起人が中心となり、各々の人脈を活かした呼びかけや

得意分野（医療・法律・行政との連携・編集等）を活かした活動を行った。 

 

 

【活動成果】 

 1番の成果は、県民の行動変容に繋がったこと。第一波の時は、色々なプロジェクトがう

まく動いており、県民の一致団結はすごく大きかったと思う。県民の良いところは、ゆいま

ーる精神で一致団結できるところ。第二波で緊急事態宣言が出た時には、県民は大騒ぎせず、

うまく収束していると思う。経済的には大変だったかもしれないが、ちゃんと守っている。

ただ、第三波、第四波ではさすがにみんな疲れてくる。何かあってもすぐに火消しができる

体制を作らないと、次大きな波が来た時は、県全域で感染症対策どころではなくなる活動

（知事の弾劾運動など）が起きてしまう。 

 また、県行政に意見を言えるようになったり、知事を含めて県の政治家の方々がお困りの

際には連絡をいただけるようになったのは思わぬ成果。署名活動をはじめとして、活動を通

して激しく発信したことが成果の要因。時には「やりすぎ」と怒られることもあったが、偉

い人だろうが関係なく、ビシビシ意見を言った。 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 大応援団ばかり。「勇気をもらった」と言ってもらえることもある。また、よくニュース

や新聞に出た。最近では、全国のテレビに出ることもあり、反響としてはすごく大きかった

し、未だに続いている。 

 

【第二波を受けての活動】 

 第二波の時は、これほど感染拡大が起きるとは正直思っていなかったので、本業の活動が

あまりにも忙しすぎて、プロジェクトの活動は全然できなかった。 

 第一、二波の大嵐がこれだけきてしまうと、県全体が大ダメージ。医療界だけではなく、

県全体の色々な産業、教育を含めたありとあらゆる分野がダメージを受けている。これに対



37 

して、私たちも何かの動きをしないといけないと思っている。せっかく収束してきたので、

流動的に、教育に視点を置いた活動や経済にも注目した活動を行っていきたい。 

 

【今後の活動】 

 プロジェクトの活動自体は、感染拡大をさせないことが目的なので、持続しないほうがい

い。そろそろ全く視点を変えて、次の世代の沖縄県をどうするのかなどアフターコロナの面

白いことをしたい。 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 代表発起人は医療者なので、しっかりとしたデータに基づいて動くというのが重要。しか

し、今回のウイルスに関してはあまりにもデータ・エビデンスがなく、手探りでやっていか

なければならなかった。医者の発言はすごく大きいので、時としてミスリードになりかねな

いというのは気を付けないといけない。いいかげんなことは極力言わないようには気を付け

ていた。もしかしたら、発言がミスリードに繋がったことがあるかもしれない。 

 困ったことはたくさんあった。代表発起人は、プロジェクトの代表でもあるが、医師会の

理事でもあるので立場上難しいことが多く、縛られている感覚はあった。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 人と人とのつながりは必要だと気づいた。コロナ禍以前から異業種の方々に知り合いがい

て、人脈があったことが今回のプロジェクト立ち上げにつながった。困ったときに、誰に言

えばどこに何の支援がいただけるというのは、マッピングとして分かっていた。 

 コロナ禍は、すべてがNewだった。代表発起人はもともと感染症の専門家でも、内科医で

もなく、ガンを専門とする外科医だった。今回、感染が拡大していくプロセスなどをはじめ

て勉強した。その中で、医師免許を持つ者として、やらなきゃいけないことが見えてきて、

現在に至る活動をしてきた。何をやったら感染拡大するのか？ということは気づかされた。
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・ゆいマスクプロジェクト 

 

【リンク】 

 ・YUIMA https://yuima-okinawa.jp/project/detail/623 

 ・Facebook https://www.facebook.com/yuimask.project 

 

【調査文書回答】 2020/08/22 

 

【活動内容】 

 病院の医療資材不足を解消するためのクラウドファンディングを行った。直接海外から

医療資材を買い付け、クラウドファンディングでの寄付を利用して価格を下げ医療機関へ提

供する。また、新たにコロナ差別への取り組みも行っている。 

 

【活動目的】 

 メンバーに医師の配偶者を持つものがおり、病院でマスクが無いという情報をきっかけに

医療機関へマスクを届ける活動をしようとスタート。 

当初はマスクのみの活動予定であったがメンバーの中に現役医師がおり医療機関の個人防護

具（PPE）不足が発生しているとのことで範囲を広げ活動を行うことにした。 

 

https://yuima-okinawa.jp/project/detail/623
https://www.facebook.com/yuimask.project
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【活動のきっかけ】 

 2020年4月より企画立ち上げ。企画を毎月30代を中心にした異業種勉強会グループに持ち

込んだ。発起人の働きかけで医療従事者のメンバーと勉強会メンバーのコラボ。また、クラ

ウドファンディングプラットフォームを有する企業のメンバーが複数おりスタートした。 

 

【活動体制】 

 プロジェクトメンバーは16名。 

 

【活動成果】 

 クラウドファンディングでは約850万円集まった。資材も医療機関をはじめ自治体を通し

て医療機関・介護事業所などへの提供ができた。また、医療資材を提供するバイヤーとのコ

ネクションや、病院事務方との横の連携がとれ資材調達の情報交換が出来るようになった。

また、クラウドファンディングを行うことでお金だけではなく、資材の情報や足りない医療

機関からの問い合わせなど情報が集まってきたことは思わぬ成果。 

 メンバーが幅広く、金融機関や報道機関、行政機関に属するものもおり、コロナ禍で面談

や調整がむつかしい中でも新聞やテレビなどでの告知活動も行えたことや医療従事者のネッ

トワークで現場の声を聴くことが出来、臨場感のある発信が出来たことが成果の要因である。 

 

【活動に対する周囲の反応】 

 周囲の反応はとても良く様々な人に協力いただいた。せやろがいおじさんの全国TVでの活

動の紹介もしてもらい、とても良い反響があった。また、ゆいマスクプロジェクトを利用し

ていただいた医療機関ともその後も定期的に情報交換や資材の提供を行う良い関係が出来て

いる。 

 

【今後の活動】 

 第二波のためではないが、新たな活動として、読谷村診療所への支援をきっかけに村役場

から声かけを頂き、包括連携協定を結んだ。衛生資材の設備や安定供給に関すること、新型

コロナウイルス感染症等拡大防止の取組に関することなどを連携することになった。 

 また、『コロナ差別』をなくす、新型コロナウイルスのソーシャルスティグマについての

問題についての発信をしていくことを新たにスタートし始めた。今後は沖縄県内外に拡大し

て呼び掛けていく。 

 

【困ったことや課題、改善点】 

 ２つの勉強会（5年10年後の沖縄を考える会（仮称）とO-Project）の協働で行っており、

みな本業がある中での活動だったため仕事の割り振りや時間の調整が難しかった。 

 医療資材は無償ではなく、有償提供だったため先方との打ち合わせや購入意思決定をして

もらうための手間が思った以上にかかった。また既存の医療卸業者に協力を仰いだが良い返

事はあまり貰えなかった。これらは、クラウドファンディングを組み合わせた有償提供とい

う新しい仕組みだったためすべての医療機関にマッチする提供方法ではなかったと考えられ

る。 
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 また、自治体と医療機関の連携や連絡方法がないことに驚いた。当活動を告知するのも1

件1件FAXをしないといけなかった。また困っているクリニックは多かったので情報流通経路

がないのは皆に不利益であった。 

 継続する場合は、税金などの処理をどのようにするかなど解決が必要なことがある。 

 

【今後に活かせることや気づき】 

 活動を持続的にするためには、医療卸業者など関連する企業に活動を一部引き継ぐなどし

ていきたいと考えている（提携先があるわけではない）。
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・沖縄コロナゆいまーる同盟 

 

【リンク】 

・Facebook https://www.facebook.com/OkinawaCOVID19ReliefUnited/ 

 

【インタビュー調査実施日】 2020年11月15日 

 

【アンケート調査実施日】  2020年12月3日～12月14日 

 

【活動内容と目的】 

 コロナ禍で発生した様々なプロジェクトの、それぞれの活動資源を効率的かつ効果的に活

用し、必要な支援を適切な形で適切な場所に届けることを目的とした、多分野における活動

主体をまとめた連絡・情報交換会である。参加団体・プロジェクトは以下の通り。 

・沖縄アマビエプロジェクト 

・OIST基金  

・おきなわLikesプロジェクト 

・沖縄やーぐまいプロジェクト 

・Code for Okinawa 

・Save Okinawa Project 

・公益財団法人みらいファンド沖縄 

・多文化ネットワークfuふ！沖縄 

・災害プラットフォームおきなわ（6月より参加） 

 

 活動は主に週に一度（6月以降は2週間に一度）のオンラインによる定期ミーティングを開

催。曜日と時間帯を固定し、参加は任意として開催した。毎回の参加者は平均して4〜8名程

度。定期ミーティングの他に、随時チャットグループによる情報交換や、一般向けのFacebo

okグループからの活動発信・情報発信を行った。当初はコロナ禍で活動を行っていたプロジ

ェクトや個人のみが参加していたが、災害時の中間支援のノウハウを持つ災害プラットフォ

ーム沖縄のメンバーも参加するようになった。 

https://www.facebook.com/OkinawaCOVID19ReliefUnited/
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 参加メンバー内での連携としては、Save Okinawa Project 主催のシンポジウムへは、や

ーぐまいプロジェクトから石垣・北林が登壇、また沖縄やーぐまいプロジェクトではSave O

kinawa Projectの玉城医師をゲストに招き配信を行うなどの動きがあった。 

 

 

【参加団体・プロジェクトの参加動機】 

 他分野の活動主体との繋がりを得ることや情報交換の場が必要だと感じていたことから、

ゆいまーる同盟に参加した団体が多くあった。また、取り組み自体が面白そうだと感じたと

いう動機や、異なる団体をつなぐモデルケースを構築したいという声もあった。 

 

【参加団体・プロジェクトにとってのメリット】 

 正確で迅速な情報収集ができることや他団体の取り組みを知ること、お互いの信頼を深め

ることができ、連携が取れるようになったことが、自らの団体・プロジェクトにとって良か

ったことだとの意見が多かった。連携をすることで、各々のプロジェクトを広めていくこと

にも繋がっている。 

 また、コロナ禍で新たに立ち上がったプロジェクトにとっては、お互いの活動についての

理解を深めたり、共有する場があること、相談できる場があることに安心感も感じるという

回答もあった。 

 

【参加団体・プロジェクトにとって困ったこと、要望など】 

 ボランティアでの活動なので、本業とバランスや打ち合わせ時間の確保がなかなかできな

かったという声が多かった。 

 要望に関しては、対面での意見交換会をしてみたかったとの声があったまた、各団体の代

表によるオンラインイベント開催の提案もあった。 

 

【ハブ機能を持つネットワークの在り方の可能性と課題】 

・感染拡大期において期待される役割 

 定期的な情報交換、複数の有識者の意見をまとめて聞けることは、このようなネットワー

クの持つ利点であると言える。本来であれば、現場との連携を強化し、協力できる現場を把

握した上でそれぞれのプロジェクトの強みを生かした資源の配分がもう少し期待できたであ

ろうと思われる。 

 しかし、多角的に種々の問題に対応したプロジェクトの存在を認めあうことや、それぞの

視点、取り組みからみえていることの情報共有、意見、サポートを得られる場であったこと

は、場それ自体の存在意義が認められるものである。「人的つながりがあること自体がよい

こと、ゆるやかなネットワーク、つながりで、何かあったら相談できること」や、「ひとり

(単体）では力は限られているのでお互いに有機的なネットワーク」があることについて、

参加者からの評価がされている。 

 

・長期的に見て期待される役割 

 活動の期間やコミットメントの強さなどが長期に渡るのであれば、新聞などの媒体や行政

との連携を取り、県民への周知が強いネットワークとして活動する可能性もあった。しかし、
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その判断は初動時点では見極めが難しいと思われる。また、それぞれの活動の場での活動資

金等が必要になると思われるので、資金調達と分配機能を検討する必要も見えてくる。 

 

・その他 

 第一波の勢いがあったからこそできたプロジェクト及びネットワークだと思われる。この

先は長期的な視野を持ち、臨機応変に対応できる情報交換、連携の場へと転換していくこと

を念頭に活動を維持していきたい、との参加団体からの意思表明があった。 

 それぞれの活動が継続するにせよ、しないにせよ、一度できた繋がりは残る。それぞれの

ボランティア精神やプロジェクトの実行力、専門性は、将来においてまた必要性のあるもの

になるはずである。その時、このような繋がりが実効性を持つこと、またこのような繋がり

をつくる、という発想に至ることによって、問題解決への寄与及び市民活動の持続可能な形

態に繋がることを期待する。
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3.災害対応とコロナ禍における各プロジェクトに

おける成果と課題 

 新型コロナウイルスの感染拡大は、場所や年齢、社会的な立場などに関係なく、文字通り

あらゆる人がそのリスクを負っているという点で、かなり特殊な「災害」であると言える。

そのような「災害」に立ち向かうべく、さまざまな市民が、それぞれの能力や役割を生かし

て、感染拡大の防止あるいは、経済や社会の問題解決に動いたという点においても、特殊で

あったのではないかと考える。その結果が、今回インタビューを行った各プロジェクトの活

躍である。 

 この章では、災害時における一般的な災害対応の支援形態及び対応段階に基づき、各プロ

ジェクトの立ち位置及び役割について分析するとともに、その成果や課題、また災害時にお

ける市民活動継続について考察する前提条件とする。 

(1)災害対応の段階 

災害対応は、大きく分けて次の5つの段階に分けられる。 

 

①緊急時（発災1週間）「魚を釣って届ける」…とにかく食べるものがない 

②受容期（発災2〜7週目）「釣り方を教え、一緒に釣る」…被災した悲しみを受け入れる 

③自立期（8週目〜）「サオとエサをプレゼント」…自分で魚が釣れるようになった 

 ※遺族にとっては四十九日が一つの節目 

④生活再建期（2〜3ヶ月）「海に近い村で畑作りを手伝う」…畑で生活したい機運が高ま

った、魚が足りなくなった 

⑤復興期（1年）「山の村作りを手伝う」…やっぱり山でもう一度暮らしたいという思い

が高まった 

 

 しかし、今回はここにコロナ禍の特殊性を考慮する必要がある。まず第一に、コロナ禍の

始まりは明確にできない。緊急事態宣言は一定の期間に発令されたが、感染はその前後にも

広がっており、その始まりを明確に定義することはできない。第二に、始まりが定義できな

いゆえに、この段階が個々人にとって少しずつズレたタイミングで起こりだすことである。

つまり、「発災」のタイミングが人々にとってまちまちとなり、どの段階に誰がいるのかわ

からない状態となっている。そして、第三に、自身や身近な人の感染、もしくは感染の急激

な拡大や緊急事態宣言の発令等によって、このプロセスが何度でも繰り返し起こる可能性が

ある。 

 

 そこで、今回はこの災害支援の考え方に加え、「第一波」「第二波」という区切りを補助

的に利用する。メディア報道などでも使用される言葉であり、またインタビュー中にも使用

されている言葉であるが、ここでは行政による緊急事態宣言の発令期間及び沖縄県における

緊急特別対策実施期間を中心に定義する。 
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【第一波】沖縄県緊急事態宣言 2020年4月20日〜5月31日 

【第二波】沖縄県緊急事態宣言 2020年8月1日〜9月5日 

【第三波】 

「年末年始の医療崩壊を回避するための緊急特別対策」2020年12月14日〜2021年1月11日 

「感染拡大を食い止めるための緊急特別対策」2021年１月12日～１月31日 

沖縄県緊急事態宣言 2021年1月19日～2月28日※2021年2月21日現在 

(2)各プロジェクトの立ち位置 

 災害時の支援段階は、主に4つの段階に分けられる。 

 

現場支援：窮迫者との直接接触 

中間支援：前線で配布される物品の集積や調達 

後方支援：中間支援への物品配送などの補完的活動やニーズなどの情報提供、支援者間の     

情報共有の場づくり 

提供支援：個人や団体としての物品提供、寄贈 

 

 今回調査を行ったプロジェクトを災害時の4つの支援段階に分類すると以下の表のように

なる。 

 

 現場支援 中間支援 後方支援 提供支援 

OIST財団   〇基金  

おきなわLikes  〇マスク 〇飲食店情報 〇マスク 

CODE for OKINAWA   〇対策サイト  

しんぐるまざあず・ふ

ぉーらむ沖縄 

〇シングルマザー 〇米・食品   

NPO法人まちなか研究

所わくわく 

  〇調査、相談事業  

留学生支援 〇留学生 〇マスク・食品 〇ネットワーク形成  

沖縄アマビエプロジェ

クト 

△寄贈先 〇マスク 〇アート 〇マスク 

沖縄やーぐまいプロジ

ェクト 

  〇情報発信  

Save Okinawa Project   〇署名、啓発活動  

ゆいマスクプロジェク

ト 

〇医療従事者 〇マスク 〇啓発活動 〇マスク 

沖縄コロナゆいまーる

同盟 

  〇情報交換  
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 コロナ禍とコロナ以前の災害支援で大きく異なる点は、人と人の接触ができないため、支

援者と要支援者との接点が小さくなり、要支援者と関われる人も非常に少なくなるというこ

とだ。どこに支援のニーズがあり、どのような孤立をしているのか可視化をすることが困難

になってくる。かつ、現場支援でさえ、接点が持てない状況のため、中間・後方支援を行う

団体が要支援者との接点を持つことは限りなく難しい。 

 実際に今回インタビューを行った団体のほとんどが現場支援ではなく、後方支援を中心に

行っている。現場支援については、コロナ禍以前から窮迫者の支援を行っていた場合やプロ

ジェクトメンバーに当事者がいる場合に関してのみ行われており、新規で立ち上げるプロジ

ェクトが現場支援を行うことは難しいと考えられる。今後は、どのように潜在化してしまっ

ている要支援者を把握していくのかが課題となってくる。 

  

【緊急時・第一波段階でのニーズに応えたプロジェクト】 

 段階という視点から分析すると、今回インタビューした各プロジェクトは、第一波の時期

を中心に立ち上がってきた活動がほとんどであると言える。また、初期においては災害緊急

時の対応である「魚を釣って届ける」＝「マスクなどを直接支援する」などの動きが多くみ

られた。インタビューを行った団体以外でも、単発の活動として、マスクや食料の寄付の動

きは多く存在した。 

 また、沖縄やーぐまいプロジェクトの発信した「おきなわ、休業中」のメッセージは、第

一波において緊急性のあるものとして主に県外に拡散された。同時に、Save Okinawa Proje

ctの作成したステイホームを呼びかける動画は、県内各所の大型ビジョンで県内向けのメッ

セージとして発信された。 

 Code for Okinawaの新型コロナウイルス対策サイトは、情報が見やすく集約された情報元

として重宝された。また、おきなわLikesの立ち上げた支援サイトや、行き場のない廃棄食

品の情報を事業者が投稿できるFacebook上のプラットフォームなど情報集約の場所が提供さ

れており、類似のプラットフォームは個人レベルで既存SNSを活用したかたちで複数同時に

存在していた。まずは既存のSNSを活用した簡単な場作りから、これらの分散した情報を集

約する形で「沖縄エール飯」などのウェブサイトドメインにつながっていく。 

 

【受容期・第二波段階への対応】 

 その後、中長期的な活動に移行する際に、それぞれの活動形式や中心的な活動の内容を変

更したプロジェクトも見られた。例えば、沖縄アマビエプロジェクトは初期にはマスク寄付

の活動（GIVING ゆいまーる）が目立っていたが、その後室内でのアート・クラフト活動を

支援する活動（ART ゆいまーる）が中心となっている。 

 また、後方支援として情報提供を行ってきたCode for Okinawaの新型コロナウイルス対策

サイト、おきなわLikesプロジェクトの一部である「沖縄エール飯」等は、情報を発信する

プラットフォームが確立されたため、あとはその充実に力を注ぐ形態となった。 

 第一波においては、各地の感染状況など専門的で時事的な情報提供を行っていた沖縄やー

ぐまいプロジェクトは、徐々にコロナ禍の影響を受けた社会問題を取り扱うような内容にシ

フトしていった。 
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【自立期・生活再建期及び第二波以降の活動】 

 コロナ禍の前から活動を行い、現場に直接の関わりがある、しんぐるまざあず・ふぉーら

む沖縄や、NPO法人まちなか研究所わくわくのような中間支援団体は、行政施策の体制が整

ったこともあり、第二波以降、恒常的な支援活動にそれぞれの立場から関わっていく体制が

整う。また、留学生支援についても、これまでの団体では限界があったところ、新たな団体

を立ち上げることにより、より継続的で恒常的な支援の形に変化している。 

 コロナ禍で生まれたプロジェクトの内、もともと現場に近い活動をしていなかったものに

ついては、解散するか活動頻度が減少し、長期の活動については見通しが立っていない状況

になっている。しかし、状況を鑑みて、これらのプロジェクトはあくまでも一時的な危機的

状況に対するリアクションとしての「プロジェクト」であり、この段階においては役割を果

たしたとも言えるのではないだろうか。 

(3)成果 

 第一に、コロナ禍という「災害」時において、多くの市民が自分たちのできることを果た

そうと立ち上がったことに希望が持てる。現場支援から後方支援に至るまで、それぞれの市

民の強みを活かして、多岐にわたる活動が展開された。業種や市町村の枠を超えて、全県的

に活動を行うことができたのは、市民ならではの動きと言える。 

 また、沖縄やーぐまいプロジェクトの「おきなわ、休業中」などの県外に向けたメッセー

ジ、そしてSave Okinawa ProjectやOIST財団による日本国内に留まらない、世界のウチナー

ンチュを巻き込んだ活動は市民からしか発信できないものだったと考えられる。もちろん、

これらの動きには、行政の意思決定も少なからず影響している。市民の県外に向けた発信は、

県独自の緊急事態宣言の発令が後押しとなり、可能となった。さらに、沖縄県によってコロ

ナ禍以前から行われてきた世界のウチナーンチュ大会で積み重ねられてきたものがあったた

め、国境を越えた活動につながっている。沖縄県民には、行政が行う施策をしっかりと受け

止め、自らの頭で考え、実際に行動していく力があるといえよう。 

 そして、第一波において目立った市民によるマスクや食品などの現場支援や提供支援は、

コロナ禍の物流が混乱する中で役立った。迅速な対応ができる市民による支援は、緊急時に

おいて効果を発揮する。 

 長期的な視点でみると、行政との連携や恒常的な活動にシフトする、またはシステム化に

成功することができた活動においては、持続的な成果を出している。 

(4)課題・改善点 

 今回の調査を通して課題として見えてきたことは、コロナ禍によって潜在化した課題をど

のように把握し、支援していくのかということである。コロナ禍以前から要支援者の現場支

援を行っている団体にとってさえも、コロナ禍ではニーズの把握が困難になっている現状が

ある。そのような状況の中で、災害時に新規で立ち上がったプロジェクトが現場支援を行う

ことはことさら難しい。したがって、コロナ禍以前から現場支援を行う団体が今まで支えて

きた人々をこれからも支援できる体制づくりが必要である。そして、現場支援を行う団体と

新規で立ち上がった中間支援や後方支援を行う団体がつながり、より効果的に支援を行って

いくとともに、潜在化している課題を拾い上げていく仕組みが求められている。 
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現場との距離感と活動の見える化 

 また、現場支援を行うプロジェクトは活動が分かりやすく、市民に活動を知ってもらう機

会が多い。一方で、今回インタビューしたプロジェクトの多くが、中間支援や後方支援を行

っているため、活動の実態が見えにくく、活動が広く周知されたり、賛同や支援を呼び掛け

ることが難しい状況になっていた。現場支援型だけではなく、色々な市民活動の形態がある

ということを市民や行政に知ってもらう必要がある。立ち上がった市民の活躍を、市民がき

ちんと知ることができれば、市民活動へ参画する入り口も多様になり、様々な場所で市民が

活躍する社会になるかもしれない。その点では、おきなわLikesと連携していた宜野湾市の

動きはヒントになると思われる。 

 

限りある人的・物的・時間的な資源の効率化 

 コロナ禍では様々な市民活動が立ち上がったが、ボランティアで行う限界も見えてきた。

本業との兼ね合いやマンパワー不足によって、十分な支援や活動を行うことができなかった

事例があった。立ち上がった市民活動が無理をせず、限られた資源を存分に発揮できるよう

にしていく必要がある。そのためには、行政はどのような市民活動が行われているのかを敏

感に察知し、エネルギーを分散させないことを意識していくべきだ。特に、行政と市民活動

で資源の奪い合いになるようなことは避けるべきである。スピード感を持って支援を展開し

ている市民活動の動きを把握し、市民活動を活かした施策を協働の形で実現していく必要が

あるだろう。 

 

 そして、行政と市民活動が協働していく場合や、行政が市民活動を主体とする共助を推進

していく場合には、市民活動が抱えている課題やリスクを理解し、支えることが求められて

いる。市民活動に取り組んでいる人々は、支援を必要とする人やその周りを取り巻く課題を

目の当たりにし、必要に迫られて活動している場合も多い。現状の制度や施策、社会システ

ムでは支えることが難しい人々の存在を知っているからこそ、放置することなく、目の前の

課題に向き合い続けているのである。しかし、市民活動団体の財源から持ち出して支援を行

ったり、ボランティアで行っている活動からさらに時間を捻出してやりくりしていたり、ギ

リギリの状態で支援活動を行っていることも少なくない。加えて、個人情報や守秘義務の問

題など、行政ではない立場が支援に取り組む課題も抱えている。このような市民活動が抱え

ている苦悩や課題に蓋をしたまま、協働や共助を推進していくことにはいずれ限界が訪れる。

行政は市民活動の動きを敏感に察知するだけではなく、それぞれの活動団体が抱えている課

題も含めて把握していく必要がある。 

 

行政との適切な役割分担と、ゆるやかになる境界 

 衣食住をはじめとした生命・人権に関わることについては、市民活動が第一のセイフティ

ーネットになるのではなく、本来は行政の公助を中心に行っていくべき支援だと考えられる。

改めて、市民活動、そして行政の役割を見直していく必要がある。繰り返すが、個人情報の

保護、そして社会的な責任など、市民活動やボラティアとしての活動の限界はどうしても存

在する。公助の基礎がなければ、その他の支えのない善意の活動が持続していくことも難し

い。だれが、どこまで、何ができるのかの情報交換や、行政の仕事への市民の理解もまた必

要不可欠であると思われる。 
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 そのような状況において、行政内部での意思決定や状況判断などの透明性も、より一層求

められる。コロナ禍において県や那覇市に対して市民による複数の署名活動や要望書の提出

がなされたが、どれほど施策へ反映されたのか分かりにくい。様々な世論が浮き彫りになっ

ていたが、それらの声に対する見解などを共有する場は、市民と行政間の信頼を築く上でも

重要である。行政が市民からのアクションに対してしっかりと反応し、意思決定のプロセス

を共有し、対話をしていくという一連のコミュニケーションこそが、市民が行政の施策を信

頼することへと繋がるだろう。 
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【コラム】新たな市民協働の形態ー「シビックテ

ック」とは 

コロナ禍で注目を浴びたシビックテック 

 コロナ禍では、台湾における感染拡大防止の動きが話題になりました。その一部として、

マスクの在庫の有無や場所が確認できる仕組みが、市民の手で開発され、それが台湾政府の

手によって国の保険制度と連動し、必要な時にマスクが手に入るシステムの整備に繋がりま

した。 

 

 これは、新しい形態の市民活動とも呼べる「シビックテック」が、行政の動きとうまく繋

がった成功例といえるでしょう。この動きを主導したオードリー・タン大臣は一躍日本でも

有名になり、沖縄では2020年10月のイベントで玉城県知事との対談も行われました。 

 

 このように、市民がテクノロジーを活用して、地域などの課題解決をする動きを、「シビ

ックテック」と呼んでいます。 

 

 

 

日本におけるシビックテックのプレイヤー 

 日本には Code for Japan, Civic Tech Japan という全国的なコミュニティーを始め、Co

de for Okinawa, Code for Kanazawaなどの地域コミュニティーも多く存在しています。コ

ロナ禍においては、新型コロナウイルス感染症の感染者状況や、使用病床数などが一覧でき

るウェブサイトが作成されたり、接触確認アプリが開発される動きがみられました。 

これらの活動は、すべてボランティアもしくは非営利で行われています。 

 

 シビックテックのコミュニティーにはプログラミングの知識を持つ人々が多く参加し、そ

の技術を課題解決に活かしていますが、シビックテックの参加者は、プログラミングが分か

る人だけではありません。課題や地域の現場に近い人々や、行政や民間など様々な視点や専

門性のある人々が参加することで、より効率的で効果的な課題解決に繋がっています。 

 

 

 

シビックテックの活用とオープンデータ：新型コロナウイルス感染症対策サイトの例 

 シビックテックを使った地域課題解決の際には、地域の情報がどれだけ手に入るかが重要

です。また、この情報は、データとしてプログラムの中で使いやすい形（フォーマットの決

まったエクセル表など）で誰でもアクセスできるよう公開されている必要があります。 

 

日本政府も、市民と協働した課題解決や行政効率化等のために、オープンデータ化とその

普及を進めています。 
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【オープンデータの定義】 

 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット

等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当

する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。 

 ① 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの 

② 機械判読に適したもの 

③ 無償で利用できるもの 

出典：オープンデータ基本指針 令和元年 6月7日改正  

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/ data_shishin.pdf)  

 

 Code for Japanが作成した東京都新型コロナウイルス対策サイトは、まさに東京都のオー

プンデータを活用して作成したものでした。また、このサイトはオープンソースと呼ばれ、

だれでもその内容をコピーし、自分でアレンジした別のサイトを作ることができるようにな

っていました。このため、オープンデータが整備されている他府県でも、名前やロゴなどを

変え、データの収集元を地元のオープンデータに入れ替えるだけで、最初からコーディング

することなく、その地域のコロナウイルス対策サイトを作成することができました。 

 

 沖縄県の新型コロナウイルス対策サイトも同様にCode for Japan の作成したオープンソ

ースを応用して作成されましたが、沖縄県ではコロナ感染者数や検査者数などがオープンデ

ータになっていないため、エンジニアが主導で数値を更新する状況が続きました。 

 

 シビックテックやオープンデータについての理解は、まだまだ広がる余地がありますが、

少なくともこのコロナ禍において、その存在感が増したことに変わりはありません。台湾の

動きからわかるよう、情報の公開は信頼と安心にもつながるものです。情報と技術を使って

市民ができることも増えてきた中、シビックテックは新たな市民による地域課題解決の形態

として、そして行政との協働時おいて、これからも大きな役割を果たすことが期待されます。
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4.まとめー持続可能な市民活動・市民協働と、こ

れからの地域課題解決に向けて 

 以上、コロナ禍で生まれた様々なプロジェクトの活動内容やその立場から分析し、災害支

援の文脈になぞらえながら、その成果と課題を分析してきた。今回は、その性質上、初期段

階で多くの役割を果たしたプロジェクトが多かったものの、これらの市民の動きは、災害に

対する瞬発力というだけで捉えていては、これからの市民活動及び市民協働、また地域の課

題解決に向けて大きな機会を逃すことになると考える。これらの活動に適切なサポートが介

入することにより、彼らが影響を及ぼすことのできる現場は広がる可能性があり、またそれ

によって利益を受ける人々も多くあったのではないかと思われるからである。 

 

 最後に、以下の提案をもってこの報告書のまとめとしたい。 

 

 

①システム化すること 

 プロジェクトの中で生まれた仕組み、例えばCODE for OKINAWAによる「沖縄県新型コロナ

ウイルス感染症対策サイト」等は、そのシステムがうまく行政のデータと合致すれば、ほと

んど手間をかけずに社会的なインフラとなり得るものである。このように、普段からオープ

ンデータを整備するなど、いつでも応用が効くシステムを整備することは、地域の課題解決

の足がかりとなる。 

 自然災害についても、例えば公園にかまどベンチを設置するなど、普段も活用できるもの

が、災害時にも転用できるような基盤や、活動を行うことが重要である。例えば、支援のネ

ットワークを普段から作る、業種や取り組む課題は違えど、情報交換の場を作るなどを行う

ことにより、それが災害時にプロフェッショナルの集団として機能することも想像できる。

そのためには、行政のレベルにおいても、活動する主体としても、普段から他の団体などの

存在を把握しておく必要がある。 

 

 

 

②市民の動きを把握する 

 市民の力を発揮するためには、行政は市民の動きを敏感に察知し、エネルギーを分散させ

ないことを意識していく必要がある。加えて、それぞれの活動団体が抱えているリスクや課

題も含めて把握してることも大切である。そのためには、普段から活動主体を把握している

ことが求められる。そして、行政の施策実施する際には、市民の動きを把握した上で動いて

いく必要がある。さらに、今回コロナ禍において立ち上がったプロジェクトのように、突然

生れた活動もしっかりとキャッチし、既存の団体や現場と繋げていけるようにマネジメント

していくことができれば、より無理のない市民活動が可能になるだろう。 
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③旧来の支援形態を越える 

 行政が今まで取り組んできた市民活動の支援は、活動を継続させるための支援であること

が多い。そのような支援策ももちろん重要だ。しかし、課題解決に向けて、活動主体同士を

結びつけるような姿勢も役に立つのではないだろうか。新たな市民活動の化学反応を起こし

ていくのである。また、社会課題によっては、地域の枠を越えて存在し、全県的に取り組ん

でいった方がよいものもある。その際、市町村の枠を気にしていたら動きにくい。市町村同

士の連携や課題ごとの臨機応変な支援が必要なのだ。 

 

 

 

おわりに 

 「市民活動」と一括りに言っても、支援形態から活動範囲、規模に至るまで実に多様な実

態がある。今回、「シビックテック」のような新たな市民協働の形態も見えてきた。さらに、

行政の中でも社会福祉協議会や公民館・児童館のような市民活動に近い立場のセクターも存

在する。逆に、市民活動を行う団体においても、行政の委託業務を行うなど、行政に近い市

民団体もある。そして、団体としてではなく、個人として困っている人を支援する活動を行

っている人も一定数いるはずだ。改めて、「市民活動」とはどのようなものなのかを捉え直

していく必要があるのではないだろうか。そして、多様化した市民活動がそれぞれの得意分

野を存分に発揮できるような体制を作ることができたならば、より多くの市民が活躍する社

会になるだろう。
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「感染症拡大と緊急事態下における市民活動連携及びBCP提案事業」 

インタビュー調査票 
  

 コロナ禍では、沖縄県においてマスクなど物品の寄付や生活困窮者支援、また資金造成な

どの様々な市民活動（個人・有志団体・法人などによる）が行われました。しかし、活動成

果や行政や関係機関との協働などについても、成功度はまちまちであります。 

 そこで本事業は、コロナ禍における助け合いの輪を「より無理なく、すっきり、持続可能

にする」ことを目的とし、コロナ禍の様々な支援を目的に立ち上がったプロジェクトの方々

に、活動内容、周囲の反応、結果、効果的であったこと、逆効果であったこと、つまづき等

をインタビューという手法で調査をさせていただきたいと考えております。そして、調査に

より得られた結果を考察し、第二波、第三波に向けた教訓やBCP提案を行います。 

 成果は、報告書にまとめ、ウェブサイト等に掲載すると同時に、那覇市『市民活動チャレ

ンジ助成事業』の報告会にて成果発表を行うことで、支援を行うプロジェクトの方々や市民

に還元いたします。関係者の方々のご協力、何卒宜しくお願い致します。 

 

 

基本項目 

(1)コロナ禍支援プロジェクト名                      

 

(2)実施団体名                              

 

(3)代表                                 

 

(4)プロジェクト運営人数     (    )名 

役割分担・組織構成図などもあれば 

 

 

活動内容 

(1)どのような活動を行っていますか（対象者、実施地域含む）。 

 

(2)活動の目的は何ですか。 

 

(3)活動開始した時期や準備期間と、活動のきっかけを教えてください。 

 

(4)連携・協働している団体や組織・個人等はありますか。 

  ある場合：どのような団体ですか。 

  ない場合：協働したい団体はありましたか。 

 

(5)予定していたが、実現できなかった活動はありますか。 

 

 

活動結果 

(1)現時点での総合的な活動の成果を教えて下さい（具体的な数値があればそれも）。 

 

(2)プラスの成果について 

 (2)-1 想定通りの成果はどのようなことですか。 
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 (2)-2 予想はしていなかったような思わぬ成果はありましたか。 

 

 (2)-3 どのような要因がプラスの成果をもたらしたと考えますか。 

 

(3)マイナスの成果について 

 (3)-1 活動がマイナスに作用したことはありますか 

 

 (3)-2 逆効果を生み出した要因はどのようなことだと考えますか。 

 

(4)活動に対する周囲の反応はどうでしたか（対象者、協働団体、地域の人など）。 

 

 

今後に向けて 

(1)活動の中で、やらなくても良かったことやあまり必要ではなかったことはありますか。 

 

(2)活動をする上で困ったことは何ですか。 

 

( 3 ) こ れ か ら も 活 動 を 継 続 す る 意 思 は あ り ま す か 。 

 

( 4 )第 2波を受けて活動を再開していますか。活動内容に変化はありますか。 

 

(5)（持続的な活動の場合）、活動を持続する上で新たにやろうと思っていることはあり

ますか。 

 

(6)（継続する場合）活動継続の上で必要な支援や仕組みなどがあれば教えて下さい。 

 

(7)その他、何か気付きがあれば教えてください。 

 

 

長い時間にわたってお話を聞かせていただき、ありがとうございました。 

 

 

                実施団体(DMPO):災害プラットフォームおきなわ 

            BCP提案事業担当：金城愛弥、石垣綾音 

      Mail：dmpokinawa@gmail.com 
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