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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 ２９日 

● 事 業 名 ： 障害児等の体験格差解消事業  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

● 実 行 団 体 ： 株式会社ＦＥＥＬ 

● 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

＊ 

 

対象者が、水辺の自然体験に参

加できる状態となる。 

    

①水辺の自然体験に参加し

た対象となる子供たちの数 

②水辺の自然体験を見学し

た対象となる子どもたちの

数 

③水辺の自然体験に参加・

見学した対象となる子ども

たちの満足度 

④水辺の自然体験に協力し

たスタッフやボランティア

数"    

①地域全体で 200 人（初期値

から 5 倍） 

②地域全体で 100 人（初期値

から 5 倍） 

③満足度調査（エンドライン

調査を行い初期状態と比較す

る） 

④地域全体で 40 人（初期値か

ら 5 倍）"  

①②③④

2023 年 2

月 

①116 名（事業開始から

合計 325 名） 

②10 名未満 

④78 名（事業開始から

合計 178 名） 
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対象者の保護者が、水辺の自然

体験についてその有効性を認

識している状態となる。  

①水辺の自然体験を見学し

た保護者の数 

②水辺の自然体験を見学し

た保護者の満足度 

   

①地域全体で 250 人（初期値

から 10 倍） 

②満足度調査（エンドライン

調査を行い初期状態と比較す

る）"  

①②2023

年 2 月 

①39 名（事業開始から

合計 146 名） 

 

地域児童福祉事業所や児童福

祉施設、児童養護施設や児童家

庭支援センターの職員が、水辺

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。

   

  

①水辺の自然体験を見学し

た職員の数 

②水辺の自然体験を見学し

た職員の満足度   

①地域全体で 50 人（初期値か

ら 5 倍） 

②満足度調査（エンドライン

調査を初期状態と比較する）"

  

①②2023

年 2 月 

①60 名 

 

２ 

特別支援学校や分教室、諸団体

等が、水辺の自然体験に連携・

協力・支援する状態となる。

   

  

①連携・協力・支援する学

校・団体等の数 

②水辺の自然体験推進団体

以外で連携・協力・支援する

学校・団体等の数 

③水辺の自然体験を見学し

た学校・団体等の数 

   

①地域全体で 4 つの学校や団

体（初期値の 4 倍） 

②地域全体で 3 つの学校や団

体（初期値の 3 倍） 

③地域全体で 3 つの学校や団

体（初期値の 3 倍）  

① ② ③

2023 年 2

月 

①４団体との連携体制

を構築済み 

②３団体との連携体制

を構築済み 

③３団体 

２ 

弊社と関係諸団体、関係諸団体

同士のネットワークが深まる。

   

①弊社や関係諸団体と定期

的なコミュニケーションが

ある団体の数 

①5 団体 

②2 回 

③年 2 回の開催  

① ② ③

2023 年 2

月 

①現状 4 団体であるが、

今後増加が見込まれる 

②3 回開催した。 

２ 
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  ②地域の連携協力団体等と

協議する会議等の回数 

③関係諸団体の情報共有を

する運営協議会の回数 

   

③今年 1 回開催した。 

B&G 財団とさまざまな情報交

換が行われる。  

   

①資金分配団体と会議の開

催や情報提供などサポート

を受けた回数など 

   

①年に 2 回の資金分配団体と

全実行団体による会議の開催 

②月に 1 回以上の資金分配団

体との対面会議（ネットによ

る会議を含む）の開催"  

①②2023

年 2 月 

①２回 

②実施中（現地での対

面ミーティングも２回

実施した） 

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 

・１回の参加者数を制限し、可能な限り密になる環境を避けた。 

・基本的にはマスクの着用を依頼し、不可能な状態や環境のみ未着用とした。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

  出演しているラジオ（COME ON FM）にて、定期的に事業の PR や広報を行った。 

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 インタビューの実施、報告書作成  事業責任者 

内部 インタビューの実施  事業担当者 

外部 データ分析、評価全般のアドバイス  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 

山口県中西部地域において、資

金的援助により、対象者が、水辺

の自然体験活動を通じ、協調性

やリーダーシップ、自尊心の向

上が見られるようになる。 

①水辺の自然体験活動に参加し、継続かつ毎年参加

をする参加者数 

    

2022 年 11

月 

①継続かつ毎年参加を希望する児

童等は多いが、知的障碍児が多い

ため、当日の体調で参加が困難に

なるケースもある。関係する団体

に人選はしてもらっているが、参

加者同士の関係性が事業を円滑に

行う上で重要であり、一定の希望

者だけが継続的に多数回参加する

状態にはなっていない。2021 年度
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の参加者数は 116 名、前年度と合

計すると 325 名。 

山口県中西部地域において、資

金的援助により、対象者の保護

者が積極的に水辺の自然体験活

動に参加する状態になる。 

①水辺の自然体験活動に参加し、継続かつ毎年参加

をする参加者の保護者数 

    

2022 年 11

月 

①参加者の保護者の意識は高く、

また活動への評価や期待も高い。

2021 年度の参加保護者数 39 名。 

山口県中西部地域において、資

金的援助により、地域児童福祉

事業所や児童福祉施設、児童養

護施設や児童家庭支援センター

の職員が、水辺の自然体験活動

を日常的な活動とする状態とな

る。    

①水辺の自然体験活動に参加する、子どもたちが所

属する施設等の職員数 

   

2022 年 11

月 

①2021 年度の職員参加者数 78 名。 

山口県中西部地域において、資

金的援助により、特別支援学校

や分教室、諸団体等で水辺の自

然体験活動に関する活動と理解

が深まるとともに、新たなつな

がりや協働が生まれる状態とな

る。    

①水辺の自然体験活動に取組み、連携していく学校

や団体数 

②水辺の自然体験活動に、新たに連携していく学校

や団体数 

   

2022 年 11

月 

①３団体 

②１校 
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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 

・参加者数等は達成できる見込みであり、目標値到達

ができる。同様に、保護者や施設職員をはじめとする

ボランティア数も予想を大きく上回り、目標値に到達

する。 

・現在活動するエリアで、対象者が活動する姿が日常

化してきており、また施設職員やボランティアがそこ

に見学や参加する状態が構築できてきている。 

・一方で、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、

使用する施設が休館や使用制限がかかるなど、計画通

りに実施できないこともあり、今後も新型コロナウイ

ルスの感染拡大状況を見据えた計画が必要となる。 
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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 

アウトプット「水辺の自然

体験に参加した対象とな

る子供たちの数」の発現に

影響を与えた貢献要因は

何か 

 

 

アウトプット発現の

貢献要因は連携する

施設との密な連携や

協議の場を持ったこ

と評価する。 

〈調査結果〉 

グループディスカッションでアウトプット「対象者が、水辺の自然

体験に参加できる状態となる」への貢献要因として特定されたもの 

①複数施設との連携により、地域全体で 40 人の初期値から、今期参

加者数 116 名、事業開始から合計 325 名に増加した。 

②一方で、当初見学をすると想定していた参加者のほとんどが、実

際には見学をせずに参加者となったため、初期値 20 名だった見

学者数が、10 名未満という結果になった。 

〈考察〉 

初年度事業開始前に、対象者が通う各施設で事業に関する説明を行

い、綿密な協議を幾度も行い、事業後は反省点や改善点を洗い出し、

２年目につなげたことが参加者数の増加につながった。 

また、協議の場に実際に使用する施設職員や関係者も加わることで、

より具体的に事業実施日が選定できたことはアウトプットに貢献し

ていると評価する。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

対象者が通う施設や対象

者の保護者が実施してい

きたい活動内容は行われ

ているか 

 

 

水辺の非日常的な活

動はもちろんである

が、それ以外の体験や

水辺の活動ができな

い季節など、通年で活

動を行いたいことが

〈調査結果〉 

グループディスカッションやインタビューにより、以下の内容につ

いて明らかになった。 

〈通年で活動を実施〉 

・ディスカッションやインタビューをした３施設全てにおいて通年

での活動を希望していることが分かった。また希望する活動内容を
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わかった 逆提案してくる団体も２団体あり、意欲的に対象者へ活動をさせた

い気持ちが窺えた。 

・施設側としては、希望する対象者にまんべんなく体験をさせたい

意思があり、対象者は曜日が決められ通所してくるため、固定的な

曜日の開催では、希望者全体に機会が行きわたらない。 

〈考察〉 

水辺の活動として夏期を中心に事業を進めてきたが、施設側の希望

や保護者の希望を考えると、通年で開催する事が望ましいことがわ

かった。 

 

・初年度は冬期に焼き芋とデイキャンプを実施し、本年度はマウン

テンバイクの実施を検討している。 

 

活動内容に腹案を持っている団体もあるため、年間計画を策定時に、

通年での計画を立てながら、施設側の意向を取り入れたことが、関

係者が望む活動が事業計画に組み込まれたと評価する。 

組織基盤強化・

環境整備 

助成終了後も対象グルー

プへの支援を継続するた

めに、資金調達以外で、事

業で取り組むべき活動は

行われているか 

 

 

対象者への支援を継 

続、増大するニーズ 

へ対応するために、 

下記の資金調達以外 

で取り組むべき活動 

は具体的に行ってい

る。 

〈調査結果〉 

グループディスカッションによって指摘された活動は以下のとお

り。 

既に実施している活動 

・活動を実施する施設とのネットワーク化及び協議 

・活動をサポートする施設職員の研修 

〈考察〉 



10 

 

・活動を実施する施設

とのネットワーク化、

及び協議の場 

・活動をサポートする

施設職員の研修の場 

よって、助成終了後も 

対象グループへの支 

援を継続するため 

に、資金調達以外 

で、事業で取り組む 

べき活動は行われて 

いると評価する。 

上記２項目のとおり、４年目以降を見据えた行動を既に行っており、

対象者への支援を継続、増大するニーズへ対応するために、資金調

達以外で、事業で取り組むべき活動は具体的に行っていると評価す

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 

各団体への定期的なヒアリング、フォロー等で、当事業への意見や要望を聞くことができ、それを事業に反映することができた、コロナ

禍で、使用する施設側に休館や自粛があった際も、別の施設に振り替えるなどして、体験活動の機会を損なわない努力を行ってきたこと

が実績につながった。 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

  見学をしてから参加をする対象者が多いと想定していたが、実際には見学希望で会場に来ても、実際に参加する対象者がほとんどで、結

果的に参加者は激増、見学者はほとんどいないという状況となった。 

  学校との連携に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大状況から校外活動のほとんどが自粛、または中止となり、予定していた学校と

の活動ができなくなった。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、主なアウトカムにつながるアウトプットの阻害

要因及び貢献要因を検証することができた。利用団体のニーズや希望は把握でき

ており、これら調査結果を踏まえ、事業関係者との協議をしながら、今年の 11 月

中に事業計画への反映完了を目指す 
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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） 

 

 

 


