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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 ： 障がい児等の体験格差解消事業  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人 ブル－シ－・アンド・グリ－ンランド財団 

● 実 行 団 体 ： 有限会社 SHIPMAN 

● 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

＊ 

 

特別支援学校および発

達支援級の児童・生徒

が、水辺/海洋活動の自

然体験に参加できる状

態となる。 

①水辺の自然体験に参加し

た対象となる子どもの数 

②水辺/海洋活動の自然体験

に協力したサポートの人数 

③活動に参加した対象者及

び保護者の満足度 

①地域全体で 150 人（初

期値から 1.5 倍） 

②地域全体で 60 人（初期

値から 1.5 倍） 

③満足度調査比較 

 

 

 

 

 

 

２０２２

年１２月 

①2021 年度参加実績 ※下半期は

見込み 

4～9 月     ２校 72 名 

10～３月（予定）  3 校 88 名 

ｺﾛﾅ禍により中止  ２校  84 名 

※2020 年度 92 人 

②2021 年度参加実績 ※下半期は

見込み 

4～9 月      ２校 18 名 

10～３月（予定）  3 校 42 名 

ｺﾛﾅ禍により中止  ２校  29 名 

２ 
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※2020 年度 29 人 

③現在、調査中。 

 参加した対象者の引率者（学校教

員）を対象としたアンケートを徴取

している。 

団体指導者等が水辺/

海洋活動の自然体験に

ついて、その有効性を

認識している状態とな

る。 

団体指導者の満足度 満足度調査比較（数値化

による確認）満足度 90％

以上を目指す。目標と課

題の抽出。 

 

２０２２

年１２月 

現在、調査中。 

 参加した対象者の引率者（学校教

員）を対象としたアンケートを徴取

している。 

 

支援を必要とする子ど

もの保護者等が、水辺/

海洋活動の自然体験に

ついて、その有効性を

認識している状態とな

る。 

団体指導者の満足度 満足度調査比較 ２０２２

年１２月 

現在、調査中。 

 参加した対象者の引率者（学校教

員）を対象としたアンケートを徴取

している。 

３ 

学校や団体等が、水辺/

海洋活動等の自然体験

に連携・協力・支援する

状態となり、継続的に

活 動 で き る 状 態 と な

る。 

 

①利用団体等の数 ①地域全体で 12 団体 ２０２２

年１２月 

2021 年度 16 団体 

2020 年度 11 団体 

 

2021 年度には、地域全体で１２団体

以上を達成した。（１６団体） 

2  
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当団体と連携協力団体

とのネットワ－クが深

まり、様々な情報交換

が行われる。 

① 利用団体間や連携協力

団体と定期的なコミュ

ニケ－ションがある団

体の数 

② 地域の連携協力団体等

と競技する会議や訓練、

研修等の回数 

① 当団体で協力団体数

を設定 

② 当団体で回数を設定 

２０２２

年１２月 

① 2021 年度 17 団体 

2020 年度 19 団体 

① 当所は、通例、年１回各学校の学

年行事として利用されることが

多いが、特別支援学校、発達支援

学級など、本事業の対象となる

学校の年度をまたいだ継続的な

利用が図られるよう取り組むと

ともに、新規利用校の獲得に取

り組む。利用校、利用人数等の数

値目標の設定、近隣地域の特別

支援学校等への広報活動も検討

したい。 

② 2021 年度   4 回 

2020 年度   4 回 

②当所の職員及び、海洋指導員が月

1 回程度の海洋指導訓練を実施し、

活動時の安全管理に努めている。 

また、県内青少年教育施設とは、

所長、指導担当など職位別に定期的

に会合を設け、利用受け入れ、安全

管理等情報共有を図るとともに、海

洋活動団体との積極的な連携を図

２ 
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っている。 

新型コロナウイルス感

染症対策を講じたこと

により、特別支援学校

等が過去にない方法で

安全に水辺及び陸上の

自然体験に参加できる

状態となる。 

①最新の器材・設備の導入

及び活用し、さらに三密対

策等の安全対策を講じた水

辺及び陸上の事業が実施で

きている状態 

①新型コロナウイルス感

染症安全対策を踏まえ、

初期状態からマニュアル

内容を活動団体指導者と

共有し、指導者にも役割

分担を明確化しいっしょ

に取り組んでいただく。

6 回目以降通常活動時は

すべて。 

２０２２

年１２月 

 

 

新型コロナウイルス感染症安全対

策のためのマニュアルを作成し、特

別支援学校をはじめ各種団体と共

有して活動を安全に実施すること

ができた。また、JANPIA の支援によ

りコロナ対策のためのテント等器

材を購入し三密を避けた活動の実

施を行った。 

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 
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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 

  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 

説明時はマスクを着用する、屋外での説明時には JANPIA の支援により購入したテントを活用、スポットクーラーテントを熱中症対策室として活用することによ

り屋内での密を避けた活動を行うことができた。 

 

③ 広報 (※任意)   

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

 2.広報制作物等 

 3.報告書等 
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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 全般について  静岡県立三ケ日青年の家 指導部 

外部 調査・分析について  株式会社ヤタロー 

 

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 

特別支援学校および発達支援級

等の児童・生徒等が水辺/海洋活

動等の自然体験活動を積極的に

取り組むことができる状態とな

る。また、活動に対する理解が深

まると共に水辺の安全啓蒙の意

識が高まり、継続的に活動を行

う団体、新規参加団体が増える

状態となる。 

① 施設利用人数で 150 人(初期値から 1.5 倍） 

② 海洋活動等実施団体数で 12 団体（初期値から 3

倍） 

③ 子どもの意識・行動の向上率のアップと満足度

90％以上 

④ 活動に係わる指導者の意識比較満足度 90％以上 

※事前研修会参加（延べ 40 人/年） 

２０２２年

１２月 

① 2021 年度 72 人 

2020 年度 92 人 

①達成の見込みだが、より多くの対

象者の獲得のため、 

① 2021 年度 2 団体 

2020 年度 4 団体 

②実施団体数のさらなる獲得に取

り組む必要がある。（上記実績値参

照） 

コロナ禍であり、活動の実施が困難

な状況であるが、少しでも対象とな
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る児童生徒に活動を提供できるよ

う、職員が学校に赴き、一部プログ

ラムを提供する出前講座なども積

極的に実施する。 

③④現在、調査中。 

支援を必要とする子どもや保護

者等が、積極的に水辺/海洋活動

の自然体験プログラムに日常的

に参加できる状態となる。 

①地域全体で 150 人（初期値から 1.5 倍） ２０２２年

１２月 

 

① 2021 年度 72 人 

2020 年度 92 人 

 

 

当団体のスキルアップや連携協

力団体のコミュニケ－ションの

深まりと基盤の強化が図られる

ことにより、「体験格差」解消に

向けた公益活動活性化される。 

当団体と連携協力団体および活動参加者を含めた意

見交換等の振返りや満足度等 

２０２２年

１２月 

 

現在、調査中 

活動に参加した団体（特別支援学校

等）の引率者にはアンケートという

形で、当所の指導員からは指導直後

の振り返りの場にて、それぞれ意見

を集約しており、今後の指導に活か

す体制を整えている。 
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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 

 

参加人数は、コロナ禍でも達成する見込みがあるが、

アンケートが取れていないことが多い。 

参加人数に関しては、コロナ禍の現状においても、目

標人数に達成できそうであるが、今後活動のすそ野を

広げられるよう、さらなる人数の獲得に取り組む、ま

たは子供の成長を図るうえでも単発の体験型ではな

く、年に複数回の参加の機会を作るなど検討したい。 
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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 

・意図した対象者に事業は

届いているか 

・関係組織との連携は十分

か 

 

事業計画に基づく対

象団体との連携によ

り、概ね計画どおりに

実施できている。 

【意図した対象者に事業は届いているか】 

コロナ禍ではあるが、日程変更や、活動形態の変更（宿泊行事か

ら日帰り行事へ）、当所施設を利用しての活動から、対象校（特別支

援学校、発達支援学級）へ赴いての事業の実施（出前事業）など、

対象校に寄り添った柔軟な事業内容の変更を図り、一部の利用中止

を除き、活動が実施できている。 

【関係組織との連携は十分か】 

 当所はハンザセイリングジャパンなど障がい者の海洋活動の普及

に努める団体との交流のほか、多くの海洋活動団体(静岡県セーリン

グ連盟、BLC（ボートリーダーズクラブ）、静岡大学工学部人力ボー

ト部、ヤマハ発動機ほか)との連携を図っている。 

また、社会教育施設として総合的な学習機会の提供を図るべく、

行政、県内外の青少年教育施設、地域の学校、企業、公益法人等と

の連携には特に力を入れており、安全かつ効果的な活動プログラム

の提供に尽力しているところである。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

・事業設計の実行が計画ど

おりに行われなかった場

合、原因の分析はされてい

るか。 

 

 

・所内会議において実

施しており、活動の改

善を図っている。 

 

 

 

【事業設計の実行が計画どおりに行われなかった場合、原因の分析

はされているか】 

 参加者の獲得（利用校数・生徒数）が十分でない場合、所内会議

で原因と分析、今後の対応を協議するとともに、過年度まで利用し

ていた団体の使用が見られない場合、ヒアリングを行うなどの体制

をとり、原因の分析を行っている。 
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・新型コロナウイルス感染

症に対し学校団体等と協

力して活動の改善は行わ

れたか 

・児童の来館ができな

いことから、出前教室

としてこちらから訪

問するなど対策を行

った。 

 

【新型コロナウイルス感染症に対し学校団体等と協力して活動の改

善は行われたか】 

 当所は宿泊行事をメインとした海洋活動施設であるが、コロナ禍

の現状、宿泊や来所がネックとなり、活動が実施できなくなる事例

が頻発した。 

 そこで、日程の延期、日帰りで実施できるプログラムの提案、各

学校へ出向いての出前講座の実施など、体験活動のすそ野を拡大す

る取り組みを実施。 

 特別支援学校では、今年度は出前講座は１校のみだが、近隣小中

学校では多くの学校での実施事例が見られた。 

 今後、特別支援学校への実施拡大を図るとともに、コロナ禍の後

も、来所しての活動＋出前講座など、同一の児童生徒に対して、海

洋活動に複数回参加し、体験活動の成果をより強固なものにしてい

く取り組みも検討している。 

組織基盤強化・

環境整備 

・組織体制・事業体制に変

化はあったか 

 

 

 

 

 

 

 

・教員経験者や社会教

育施設の元職員、イン

ターンで当館で業務

に従事した経験者を

雇用することで、事業

実施体制を強化して

いる。 

 

 

【組織体制・事業体制に変化はあったか】  

静岡県立三ケ日青年の家の指定管理について、次年度以降も引き

続き、当社が参画することが決定し、引き続き、組織の強化を図っ

ていく予定である。その一環で、教員経験者、社会教育施設職員、

学生時代から施設において社会教育活動に従事してきた青年層の雇

用など、青少年教育の充実に向けた人材の獲得には一定の成果が出

ており、今後そういった人材を活用した一層の連携・協力者の開拓

を図っていく予定である。 
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・新たに構築された人や団

体との協力・連携関係はあ

るか 

・今年度の新規の連携

団体先は現在まで２

団体となっている。 

 

【新たに構築された人や団体との協力・連携関係はあるか】 

今年度に限って言えば、新規の連携先は決して多くはないが、当

所は、行政、県内外の青少年教育施設、地域の学校、企業、公益法

人等との連携をこれまで密に行ってきており、社会教育施設として

の機能強化に努めている。特に、今後の社会教育施設は、「人口減少

時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答

申）（中教審第 212 号）」にもある通り、単純な青少年層への活動機

会の拡大のみならず、SDGｓを踏まえた誰一人取りこぼさない社会

への貢献を強く求められており、その一環で、特別支援学校等の受

け入れに関する情報共有も重要なテーマとなっている。 

これまでの、上記関係機関との密な連携から新たな特別支援学校

等に受け入れに関する新たな示唆・発見を得られるよう、今後の体

制強化に努めたい。 

 

 

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 

  コロナ禍を受け、通常であれば、利用中止となり、単純な参加人数等の減に至ったところであるが。日程変更、宿泊行事から日帰り行事

でもできるプログラムへの変更の提案、来館しての行事でなく、所員が各学校に赴く形での事業の展開（出前講座）など多様なカードを提案

し、コロナ禍にも関わらず、一定の参加者の獲得に至った。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

  コロナ禍における体験活動機会の確保のため、①のとおり、日程変更、宿泊行事から日帰り行事でもできるプログラムへの変更の提案、 

来館しての行事でなく、所員が各学校に赴く形での事業の展開（出前講座）など多様なカードを提案したことは、参加者の確保ばかりで 
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なく、多様な活動の展開方法の発見（学校内でも取り組める海洋活動の在り方（かに釣り、浮いてまて講座など））や、各学校の実情に 

寄り添った受け入れ体制をとったことによる学校との信頼の強化など、副次的な効果の獲得にもつながったと考えられる。 

 

 

    

 

 

 

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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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 

 静岡県立三ケ日青年の家を活用し、海洋活動を実施したいという特別支援学校

や発達支援学級は多く、かつ、年度をまたいで利用するリピーター校も多い。 

 引き続き、多くの学校から選ばれる施設づくりと活動プログラム開発に努める

ことが肝要であるが、現状としては県西部、愛知県東部の利用が大半であるとと

もに、交流の無い学校も存在しており、今後、広報活動の充実を図ることで、障が

いをもつ児童生徒への海洋活動へのすそ野が広がることで、自然体験活動により

成長できる子供たちを増やすことにつながり、当施設を核とした静岡県西部での

インクルーシブな地域となることを達成できると考えている。 
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●写真 
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