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nm2019 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 ： 障害児等の体験格差解消事業 

● 資金分配団体 ： B＆G 財団 

● 実 行 団 体 ： Ocean’s Love 

● 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

＊ 

 

１．知的障がい児、発達障がい

児が、海における体験活動に参

加し、保護者以外と接する機会

を持つ。 

①海における体験活動に参

加した対象となる子供の数 

②海における体験活動に参

加するサポーターの数 

①48 人(実数) 

②168 人(延べ) 

2022/10/1 2021 年度参加人数 

①9 人 ②15 人 

2020 年度参加人数 

①39 人 ②70 人 
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２．知的障がい児、発達障がい

児の保護者が、海における体験

活動について、その有効性を認

識している状態となる。 

①海における体験活動を見

学した保護者の満足度 

②保護者から見た子供の社

会性の育成や自立心の向上

などの変容 

①満足度調査（2022 年度実施

後の調査） 

②保護者から見た子供の社会

性の育成や自立心の向上など

の変容（エンドライン調査を

行いベースラインと比較す

る） 

2022/10/1 イベント開催後のアン

ケートでは、保護者か

ら子どもの社会性向上

が見て取れている。 

満足度調査は 2022 年

度に実施。 

2 
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３．障がい児支援施設スタッ

フ、障がい児支援教育関係者

が、海における体験活動につい

て、その有効性を認識している

状態となる。 

海における体験活動を見学

した障がい児支援施設スタ

ッフ、障がい児支援教育関

係者が参加した子どもの様

子を観察したうえでの満足

度 

満足度調査（2022 年度実施後

の調査） 

2022/10/1 コロナ禍のため見学に

く る 方 を 制 限 し て い

る。満足度調査は 2022

年度に実施。 

3 

４．学校や団体・企業等が海に

おける体験活動に関する興味

を示す状態にする。 

①海における体験活動に関

するメディア露出の数 

②海における体験活動開催

に関して当団体に問い合わ

せをする学校・団体・企業等

の数 

①毎年度新たに 5 媒体 

②毎年度新たに 3 団体 

2022/10/1 ①2021 年度 1 媒体 

②2021 年度 1 団体 
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５．資金分配団体、実行団体間

で活動状況を共有し、相互に活

動状況を理解する。 

①資金分配団体との活動状

況を共有する会議の回数 

②他の実行団体との情報交

換を行う会議等の回数 

①2021 年度以降に年 16 回以

上開催 

②2021 年度以降に年 2 回以

上開催 

2022/10/1 ①2021 年度 8 回 

②2021 年度 1 回 

2 

６．新型コロナウイルス感染症

対策を器材・設備等の拡充及び

必要な人材配置をすることで

三密対策等の安全対策を講じ

た事業が実施できている状態 

神奈川県が定める新型コロ

ナウイルス感染防止対策取

組を遵守している状態 

新型コロナウイルス感染症の

十分な安全対策を講じて事業

を実施している状態 

2022/10/1 十分に感染対策を講じ

て実施している 

2 

＊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 



3 

 

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 

・会場となる海岸が近隣住民のみの立ち入り制限が掛かっていたため、対面活動では参加者・ボランティアとも茅ヶ崎市民に限定し、規模

を縮小して開催。消毒、飛沫対策はもちろん、屋外での着替えにテントを使用せず、タオルで対応するなど密閉を予防した。 

・緊急事態宣言下ではオンライン活動を実施。動画や画像でのサーフィン想起、またサーフィンの動きを取り入れたトレーニングを実施。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 6/24 掲載 茅ヶ崎ライフスタイル Web マガジン「#ちがすき」 

https://rarea.events/event/115527?fbclid=IwAR3akAbLDOqPkJR0K-Y7Tn8UXL1DFhHYt9NeEweWago2tNIdajsihBJXV5Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%99%E3%81%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuHYPDmiiSTd7TAdpC1bQH2F0UZoy7W_5P1qx4371vIGN2ft1tC9BfzomaIIJCIbN7q3dZYGNAD13CaY_dUjj9KCCuD-iZwfnFfwVBiWlUIEEAuckB1VuCjLQr2b2mJHOHVlWBrgoQOIV4_DJjVmpX&__tn__=*NK-R
https://rarea.events/event/115527?fbclid=IwAR3akAbLDOqPkJR0K-Y7Tn8UXL1DFhHYt9NeEweWago2tNIdajsihBJXV5Q
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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 調査分析  理事長 

内部 調査分析  スクール事業統括責任者 

 

 

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 

知的障がい児、発達障がい児が、

海における体験活動を通じて、

社会性や自立心などの向上が見

え始めている状態となる。 

子供の社会性や自立心などに対

する意識の変容 

2022/12/1 保護者へのアンケートとして、「活動にチャレンジする

ことや、お子さんとボランティアとの交流で、お子さ

んの社会性の向上につながっていると感じるか？」の

設問に対し、回答のあった 22 件中、21 件が「とても

そう思う」、1 件が「そう思う」と回答。保護者から視

点からの変化はみられている。 

知的障がい児、発達障がい児の

保護者が、子どもを積極的に、海

における体験活動プログラムに

参加させる状態となる。 

海における体験活動への子ども

たちの継続参加を希望する障が

い児の保護者の意欲 

2022/12/1 保護者アンケートとして「これからも Ocean's Love の

海の体験活動に参加したいか？」に、22 件中全員が「と

てもそう思う」と回答。 
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学校や団体・企業等が、海におけ

る体験活動に連携・協力・支援

し、現在の開催地以外で体験活

動を開催できる状態となる。 

①初期値より 4 団体増加 

②初期値より 2 地域増加 

2022/12/1 ①2 団体増 

・sea equality（北海道） 

・たはらサンドアート実行委員会（愛知県） 

②2 地域増 

サーフィンスクールの開催方式をパッケージ化し、他

地域（北海道北斗市・愛知県田原市）の協力団体に対し

て示したことで直接開催することでなく他地域での開

催を実現。 

本事業の資金分配団体や他の実

行団体との連携が深まり、水辺

の指導スキルやイベント運営ノ

ウハウ等を共有し活動基盤の強

化を図れる状態となる。 

①当団体へ指導、運営に関する情

報提供、アドバイスをしてもらう 

②実行団体間で相互に指導、運営

に関する情報提供、アドバイスを

する 

2023/3/1 ①全体会議のなかで、ボランティアマネジメントにつ

いて、募集における案内事例や指導方法、また感染予防

対策について、海での飛沫防止や着替え時の密接防止

の対応など情報共有をいただいた。 

②認定ＮＰＯ法人 オーシャンファミリーさんの活動

に見学に行く予定をしていたが、緊急事態宣言が発出

されたため実現していない。 

新型コロナウイルス感染症対策

を講じたことにより知的障がい

児、発達障がい児が安心して海

における体験活動に参加できる

状態となる。 

参加後に新型コロナウイルス感

染症対策に対する不安点の指摘

なし 

2021/7/1 これまでの保護者アンケートで、感染予防対策につい

ての設問のなかでの不安点の指摘はなかった。 
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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 

 ☐ 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 

中間評価時で測定が可能だった短期アウトカムの指

標について、7 つの短期アウトカムのうち 5 つのアウ

トカムについて、判断基準に基づいて初期値からの進

捗を確認できたため、短期アウトカムは概ね達成さ 

れつつあると評価する。 

一方で、一部新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

進捗が一部遅延しているため、昨年度から開催してい

るビーチ活動やオンライン活動への代替も検討して

いる。この代替活動の開催により、残りの事業期間を

とおして短期アウトカムの達成に近づけることは可

能であると考える。 
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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 

団体内間で月 1 回会議を開

催し、実施状況を確認。 

月 1 回定例会議を開催

し、政府・県の新型コ

ロナ対応に変更があ

った場合には追加で

会議を設定し対応し

た。 

団体内での実施方針として、「緊急事態宣言下では活動中止（可能な

限りオンラインに変更）、まんえん防止措置下では行政の対応により

検討」を基本にし、措置の内容が発表されるごとに開催可否、内容

を検討し対応してきた。 

一般社団法人日本自閉症協会からの発表（2021 年 8 月 2 日）「知的

障害のある自閉スペクトラム症の人がコロナに罹患しても、入院さ

せてくれる医療機関はないに等しいのが現状」を参考に、より一層

活動実施に対しては慎重に検討することとした。 

その結果、2021 年の対面開催は、1 回で、参加者 2 名、保護者 3 名、

サポーター6 名となっている。（今後、3 回開催予定あり） 

実施状況の 

適切性 

新型コロナ感染症感染拡

大の防止として、当イベン

トにおける新型コロナ感

染者発生を抑える。 

活動参加後の羅患報

告はなく、事後アンケ

ートでも活動中の感

染予防対策について

不安点の指摘はなか

った。 

参加者全員に活動実施後 2 週間以内に感染が判明した場合に、当団

体への報告をお願いしているが、これまで報告はない。 

また保護者への事後アンケートとして、「活動のなかでの新型コロ

ナ感染予防対策は安心できるものでしたか？」（5 件法）の問いに

対し、22 人中、「とても安心できた」19 人、「安心できた」3 人の

回答を得た。 

また「新型コロナ感染予防対策で不安に感じたところがあればお知

らせください。」のフリーアンサーでも不安点の指摘はなく、下記

のような回答があった。 

「今回はコロナ禍でのレッスンでしたけど消毒薬やソーシャルデ

ィスタンス、大声出さず上手に出来たら○を作る等、子供達相手に
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なかなか距離を保つのも難しいところではあるかと思いますが工

夫されてるなと感じました。」 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

密な連絡を通じた資金分

配団体との情報共有 

 

日常的な電話・メール

での連絡、対面・オン

ラインでのミーティ

ング、活動への見学を

通じて情報共有を活

性化している。 

開催状況や報告などは電話、メール等で日常的に資金分配団体の担

当者と連絡をしているが、実際に活動を見学、参加いただきより実

施内容を理解していただいた。 

①サーフィンスクールへの見学 

準備段階から撤収までイベント全体の見学と、参加者に向けて休眠

預金活用事業の説明をいただいた。 

②オンラインイベントへの参加 

活動の見学とともに、参加児童と一緒にできるゲームなど活動にも

参加いただいた。 

 

今後は活動にボランティアスタッフとしてもご参加いただくことを

予定しており、より参加者に近い視点、また運営側視点からのアド

バイスを改善に活かしていきたい。 

組織基盤強化・

環境整備 

新型コロナ感染症感染拡

大予防対策下における安

全な運営体制の構築 

 

神奈川県指定の感染

防止対策取組違反は

なかった。 

神奈川県の感染防止取組事業所に登録し、感染防止の取り組みを遵

守しており、参加者に安心して参加してもらうために「感染防止対

策取組書」と LINE お知らせシステム用「QR コード」を会場内に掲

示している。 

また会場である海岸を管理している県の土木事務所とは密に連絡を

とり、利用状況・他団体の動向などの情報を実施の判断に活用して

いる。 
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体験活動が予定通り開催できないことで、サポーターとの接点は減

っているがオンラインイベント（ヨガレッスンや交流イベント）に

よって継続的につながりを持てる機会をつくっている。また活動の

状況は目に出来るメールや SNS での情報発信を行っている。 

 

 

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 

保護者へのヒアリングでは、コロナ禍の影響で子どもたちが学校や地域の行事や余暇活動に参加することができず、海での体験活動自体

はもちろん、外部との関係を求めていた。そのなかで、海での活動をサポーターと一緒に楽しむことで、つながりを感じ、一層コミュニ

ケーションを深めることができたと考える。小学生の A さんは、「帰り道、何度も何度もサポーターさんの名前を言いながら楽しそう

に写真を見ていた。」と保護者の方から体験後の様子を教えていただいた。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

  コロナ禍の影響により活動期間を夏から冬まで拡大し、サーフィンだけでなく、ビーチでのトレーニングイベントを開催することになっ

た。サーフィンは個人スポーツのため、参加者とサポーターの関係性による社会性向上を狙いとしていたが、ビーチイベントで参加者同

士が交流する機会をつくることができた。そのなかで、中学生の B さんの保護者の方から「ビーチイベントでなにより嬉しかったこと

は参加者の女の子のお友達が 2 人も出来た事だそうです。」という体験後の感想をいただいた。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

3.活動の写真（画像データは 1 枚２MG 以下、３～4 枚程度） 

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 

中間評価を実施したことにより、アウトカム、アウトプットの現状を把握し、阻

害要因や貢献要因を検証することができた。 

この評価結果を、今後の事業遂行における活動内容の改善や体制強化に活かして

いく。 
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