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2019 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年 10 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 

● 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 

【資金支援】 

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．支援地域において、

障害児や児童養護施設

等の子供が、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

した子供の数 

②水辺の自然体験を見学

した子供の数 

③水辺の自然体験に参

加・見学した子供の満足

度 

④水辺の自然体験に協力

したサポーターの数 

 

①支援対象地域全体で

1000 人（初期値から 5

倍） 

②支援対象地域全体で

500 人（初期値から 5

倍） 

③満足度調査（エンド

ライン調査を行いベー

スラインと比較する） 

④支援対象地域全体で

2023/2 ① 2021 年 4 月～8 月 

障害児等 390 人 

(延べ 800 人) 

健常児 230 人 

(延べ 956 人) 

計 620 人(延べ 1,756 人) 

2020 年度 

障害児等 延べ 616 人 

健常児 延べ 1,496 人 

計 2,112 人 

② 見学した子供の人数は集計して

① は 2 

② は 2 
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150 人（初期値から 5

倍） 

 

いない。 

※子供は見学しないでほとんど参加

するため指標を今後変更する。 

③ 現在調査中 

④2021 年 4 月～8 月 

・個人 124 人(延べ 270 人) 

・団体 31 団体 72 人 

(延べ 132 人) 

・合計 196 人(延べ 402 人) 

1 年目の集計が実行団体とボランテ

ィアスタッフを含めて 1,001 人とな

ったが、ボラを分けていなかったの

で、2 年目は分けて集計を実施。 

 

２．支援地域において、

障害児やひとり親家庭

等の保護者が、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水辺の自然体験を体

験・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支援対象地域全体で

500 人（初期値から 5

倍） 

②満足度調査（エンド

ライン調査を行いベー

スラインと比較する） 

2023/2 ① 2021 年 4 月～8 月 

体験 93 人(延べ 230 人) 

見学 156 人(延べ 178 人) 

初期値は 140 人としているが、1 年目

は保護者等で延べ 427 人が体験また

は見学に来ている。2 年目は実数と延

べで集計予定。 

●2020 年度参加者数 

・保護者等関係者延べ 

① は 2 

② は 3 
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 427 人 

② 現在調査中 

1 年目は保護者等もほぼ事後のアン

ケートが取れていない状況のため、2

年目にしっかりと事後アンケートを

取るように実行団体に依頼している。 

３．支援地域において、

障害児支援施設や児童

養護施設、ひとり親支

援 団 体 等 の ス タ ッ フ

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水辺の自然体験を体

験・見学したスタッフの

数 

②水辺の自然体験を見学

したスタッフの満足度

   

①支援対象地域全体で

500 人（初期値から 5

倍） 

②満足度調査（エンド

ライン調査を行いベー

スラインと比較する）

  

2023/2 ① 2021 年 4 月～8 月 

体験 123 人(延べ 412 人) 

見学 3 人(延べ 7 人) 

初期値を 550 人としており、1 年目の

実行団体スタッフ等で延べ 1,001 人

が参加しているため、コロナ感染が昨

年以上に拡大しなければ可能と思わ

れる。 

●2020 年度参加者数 

・実行団体スタッフ等 

延べ 1,001 人 

② 現在調査中 

1 年目のスタッフの事後アンケート

がきちんと取れていないため、しっか

り取るようには実行団体に依頼して

いる。 

① は 3 

② は 3 
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４．支援地域において、

学校や団体等が、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支援対象地域全体で

40 事業者（初期値の 2

倍） 

②支援対象地域全体で

20 事業者（初期値の 2

倍） 

③支援対象地域全体で

60 事業者（初期値の 2

倍） 

 

2023/2 ① 2021 年 4 月～8 月 

7 校、35 団体 

計 42 事業者 

② 2021 年 4 月～8 月 

5 校、19 団体 

計 24 事業者 

③ 2021 年 4 月～8 月 

12 校、27 団体 

計 39 事業者 

①  

②  

③  

とも 4 

５．支援地域において、

新型コロナウイルス感

染症対策を講じたこと

により、障害児や児童

養護施設等の子供が安

全に水辺の自然体験に

参加できる状態となる.

  

   

①～④機材・設備等の拡

充及び必要な人材を確保

することで三密対策等の

安全対策を講じた事業を

実施できている実行団体

の数 

 

   

①三密対策や消毒等に

必要な機材等が揃って

いる実行団体 10/10 

②１回の参加人数の制

限や活動回数を増加さ

せている団体 5/5 

③リモートで実施でき

る内容を取り入れてい

る実行団体 3/3 

④水のシーズン以外に

里山等での活動を取り

入 れ て い る 実 行 団 体 

2021/8 ① 10 団体すべてが必要な器材等を

そろえて実施している。ただし、

行政からの指示・要請により中止

することがある。 

② 参加人数制限 

オーシャンズラブ、海の達人 

③ リモート実施 

オーシャンズラブ 

④ 里山活動実施 

FEEL、身体教育医学研究所、あそびと

まなび研究所 

3 
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3/3 

 

 

 

 

【非資金的支援】 

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

＊ 

 

6．支援地域において、資

金分配団体による伴走支

援により、実行団体間や

連携協力団体とのネット

ワ ー ク が 深 ま る 。

  

   

①実行団体間と定期的な

コミュニケーションがあ

る連携協力団体との状態 

②資金分配団体と実行団

体間の事例等を共有する

会議等が開催される状態 

③資金分配団体の伴走支

援の体制 

 

①事業を通じて頻繁に連

絡を取る状態になる 

②支援対象地域全体で年 2

回以上の開催  

③資金分配団体の担当者

の伴走支援に向ける時間

の拡大 

 

※前回の指摘で「非資金的

支援」に記載してあり。 

 

 

 

2023/2 ① オーシャンファミリーが受託し

て、身体教育医学研修所の休眠

預金事業担当職員 2 名が海洋実

習研修に行くなど、一部の団体

で相互協力が行われている。 

② 資金分配団体が主催する実行団

体の全体会議を年 2 回開催する

ように計画している。 

③ 資金分配団体担当者を専従 3 人

に変更したことで伴走支援の時

間の拡大を図る 

① は 

2 

 

② は 

2 
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7．支援地域において、資

金分配団体により、実行

団体への海洋プログラム

の実習指導や PC 用の水

辺の安全教育アプリの提

供など、様々なサポート

が行われる。 

  

①資金分配団縦から年に

2 回の情報共有会議の開

催やカヌー等の海洋レク

リエーションの安全等に

係る研修サポート、担当

者への海レク指導及び指

導法の説明、PC を使用し

た海洋教育アプリの提供

など実行団体に行った支

援等のサポートの実施 

①現地でのプログラムに

対する助言等を含め、水の

シーズンを中心に指導等

のサポートを行う 

2023/2 ① 資金分配団体として、訪問にあ

わせて海レク指導等についての

助言、指導補助、研修サポート等

を行っている。 

・実習指導 4 回 

身体教育、あそびとまなび(3 回)、 

・指導補助 2 回 

Ocean’s Love、龍ケ崎 

・プログラム助言 

海の達人 

・アプリ提供 全団体 

・全体会議 1 回 

 

① は 

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 

 

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 ☐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 
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＜資金分配団体＞ 

・全実行団体を東京に集めての対面での全体会議を予定していたが、新型コロナの感染拡大のため中止とした。対面に代わり、リモートで

の全体会議を 2020 年 11 月、2021 年 6 月に開催した。今後、感染状況をみながら 11 月にリモートで 3 回目を開催予定。 

・実行団体が新型コロナ感染対策としてリモート活動を行うことに備えて、資金分配団体で作製した「水辺の安全教育アプリ」を提供した。 

＜実行団体＞ 

・1 回の募集人数を減らし、実施回数を増やして実施 

・参加者、スタッフの活動時のこまめな消毒 

・参加者やスタッフの体調管理の徹底(検温、事前体調チェックなど) 

・活動時の大声を抑制し、ポーズで応援する(拡声器の使用を含む) 

・更衣室の分散 

・広い休憩場所の確保 

 

 

 

 

③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

   ①2021 年 8 月 23 日 日本海事新聞記事掲載  

 

2.広報制作物等 

   (1)当財団公式ホームページへの休眠預金事業記事掲載 

    ①2021 年度 9 件 ※9/24 現在 

 (2)冊子 
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   ①2020 B&G TOPIC 集  1,300 部作製 関係者会議等で配布 

    

3.報告書等  

  ①2020 年度 活動成果報告書 ～休眠預金を活用した地域の活動～   5,000 部作製 400 部×10 団体配布及び関係者へ配布 

  ②2020 年度 B&G 財団活動実績報告書  2,050 部作製 海洋センター・海洋クラブ・関係者へ配布 

    ③2020 年度 B&G 財団事業報告書 当財団ウェブサイトにて公表 https://www.bgf.or.jp/about_us/pdf/2020_houkoku.pdf 
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2019 年度事業 中間評価報告書（資金分配団体） 

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 事業設計及びアウトカムの分析  B&G 財団 事業部 休眠預金事業ﾁｰﾑ 課長 

内部 実施状況の分析  B&G 財団 事業部 休眠預金事業ﾁｰﾑ 参事 

内部 課題の分析  B&G 財団 事業部 休眠預金事業ﾁｰﾑ 特任部長 

外部 アンケートの設問設計等  東北大学 教授・医師(医学博士) 

外部 自己評価に対する助言等  拓殖大学 商学部 教授 

 

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    ※「変化・改善状況」は、中間評価の時点で分かっているものを記載すればよい。 

【資金支援】 

指標 目標値 

 

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  

①水辺の自然体験に継続し

て参加を希望する障害児等

の意識の変容 

②社会性の育成や自立心の

向上など、意識・行動の変容

の向上率 

① 子供の継続参加に対する意識

が向上（継続参加した子供の人

数により比較する） 

※インタビューによる継続参

加に対する意識調査から、継続

参加した子供の人数に変更。 

2022/11 

 

① 現在調査中 

 

② 現在調査中 
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② 子供の自己幸福感尺度など意識・

行動の変容（エンドライン調査を

行いベースラインと比較する） 

 

①水辺の自然体験に継続し

て参加を希望する障害児等

の保護者の意識の変容 

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、意識・行動の変容の向

上 

 

①保護者の継続参加に対する意識の変

容（エンドライン調査を行いベースラ

インと比較する） 

②保護者から見た子供の社会性などに

対する意識・行動の 

変容 

（エンドライン調査を行いベースライ

ンと比較する） 

 

2022/11 

 

①実行団体よるインタビューでは保護者の継続参加希

望は多い。アンケート調査は実施中。 

② 現在調査中 

※子供の協調性や連帯感などの社会性がアンケートに

より、例えば 30%から 50%に増えることで向上したか

をみる。また、行動は一人だけ別行動をすることなく、

周りの人と強調して同じように行動するようになるこ

と。 

①水辺の自然体験に継続し

て参加を希望する障害児等

が所属する施設等スタッフ

の意識の変容 

②施設等のスタッフから見

た子供の社会性の育成や自

立心の向上など、意識・行動

が良い方に変化する 

 

①施設スタッフの継続参加に対する意

識の向上（エンドライン調査を行いベ

ースラインと比較する） 

②施設スタッフから見た子供の社会性

などに対する意識・行動の向上（エンド

ライン調査を行いベースラインと比較

する） 

 

2022/11 

 

①現在調査中 

事例：参加している子供食堂(龍ケ崎市 B&G 海洋クラブ

の活動に参加)の代表者に直接確認したところ、非常に

良い活動なので参加するように子供や保護者に呼び掛

けている。ただ、昨年参加していた子供も受験を迎えて

いる子供は参加しなくなったとのこと。 

コロナで屋内活動が制限されているので、水辺の活動

は屋外のためさんかしやすい。(身体教育医学研究所に

参加の東御市社会福祉協議会) 

③ 現在調査中 
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①水辺の自然体験の推進に

積極的に取り組む・つながっ

ている学校や団体の数 

②水辺の自然体験推進団体

以外で、新たにつながってい

る団体の数 

③水辺の自然体験に対する

学校や団体関係者の意識の

変容 

 

①支援対象地域全体で 35 事業者（初期

値より 30 事業者増加） 

②支援対象地域全体で 20 事業者（初期

値より 10 事業者増加） 

③学校や団体関係者の意識の変容（エ

ンドライン調査を行いベースラインと

比較する） 

 

2022/11 

 

③ 2021 年 4 月～8 月で 42 団体 

④ 2021 年 4 月～8 月で 24 団体 

⑤ 現在調査中。 

 

新型コロナ感染症予防対策

を講じた新たな事業様式を

実施した状態 

 

新型コロナウイルス感染症の対策に創

意工夫を加え効率的な事業を実施して

いる状態 

 

2021/8 

 

① 各団体でコロナでの中止の判断基準は違うが、昨年

から今年にかけて整備した器材等により参加人数

を抑えながらも感染対策を行いながら活動を実施

し、8 月末までに 10 団体合計で対象児童生徒 404

人(延べ 800 人)が参加した。 

 

 

【非資金的支援】  

指標 目標状態 

 

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  

①実行団体同士の交流の回

数 

①年に 1 回以上の交流 

②つながる連携協力団体の増加（初期値

より増加） 

2023/2 ①  2021 年 7 月 オーシャンファミリーが身体教育医

学研究所担当職員の研修受け入れ、相互協力 

② 地元の短大や子供食堂との連携が増加(2020 年度制
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②実行団体と連携協力団体

間のつながりの数 

 

 

作活動成果報告書の各実行団体の協力団体で比較) 

①十分な海レクスキルを備

えた実行団体の数 

②実行団体の財政状況 

③実行団体が実施したプロ

グラムの有効性" 

 

①すべての実行団体 

②財政状況が全ての団体で改善する 

③エビデンスレベルの向上（初期状態把

握後、目標を設定する） 

 

 

2023/2 

 

①  資金分配団体として、実行団体の指導スキルの向

上、プログラムの多様化のため現地指導等の実施に

より子供たちの感想から向上したことが伺える。 

② 財政状況についての実行団体のヒアリングは今年

度後期から実施予定。 

③ アンケートの分析まで至っていないため、今後、確

認する。 

 

 

① 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 

 ＜理由＞ 

・参加人数は、2020 年度、2021 年度の参加状況から概ね予定ど
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 ☐ 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を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 

おりの参加者が得られる。 

・実行団体スタッフの感想等から、アンケートの回収が進めば、

子供の成長の成果は確認できる予定である。 

・当初はアンケートの収集に戸惑っていたが、資金分配団体から

の指導に加え、各団体とも次第に要領を得ていったことから、回

収率は高まっている傾向にある。 

・対象となる子供と健常児が一緒に活動に参加している団体も

多いことから、当該地域においてインクルーシブ社会に近づいて

いることが伺える。 

 

＜評価アドバイザー 拓殖大学 太田教授＞ 

・地元短大生のボランティア参加など、コロナ禍においても、つ

ながる連携協力団体は一定数確保できているものと考えられる。

一方で、そうしたボランティアは、個人的なつながりで参加して

いることは多く、関係性は不安定ともいえる（当該個人がいなく

なれば団体との関係性も消滅してしまう）。もちろん、人と人と

の縁でつながることは非常に重要であるが、今後安定した運営を

していく上では「組織と組織」の関係性を重視した取り組みを行

っていくことが望まれる。 
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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 

状況の 

適切性 

①アウトプット「支援地域にお

いて、障害児や児童養護施設等

の子供が、水辺の自然体験に参

加できる状態となる」の参加児

童総数（のべ）目標数を、2021

年度上期で達成し、超過した要

因は何か。（貢献要因） 

 

 

＜評価結果＞ 

アウトプット早期

達成要因は、実行団

体による事業への

参加依頼等の声掛

け先や手法が大方

適切であったこと

と評価する。 

＜調査結果＞ 

人数は 2020 年度および 2021 年度の事業参加者人数集計報告に

よるもの。 実行団体ごとの対象事業への参加の声掛け先は、伴

走支援に伴う各団体とのヒアリングにより聴取したもの。 

①3 ヵ年での目標（総数）のべ 2,200 人 

②初期値は実数 400 人。2020 年度（1 年目・年間）のべ参加者数

2,112 人(障害児等 616 人、健常児 1,496 人) 

③2021 年度上半期（2 年目・4 月～8 月）1,756 人 

④伴走支援の一環として、対象事業に対する参加依頼先につい

て、10 実行団体の情報を相互で共有いただき、それぞれの地域

において依頼先の団体・学校を拡大していくように分配団体か

ら働きかけた。結果、2021 年度上半期には、学校７校・35 団

体からの事業参加を得て②のアウトプット増加に貢献した。 

⑤社協やボランティア組織による地域福祉活動の実施につい 

て、厚生労働省からコロナ感染対策として「開催の留意点」 

が示されているが、サロン等の屋内活動では十分な距離を保つ

ことが難しく、全国的に中止が相次ぎ、母子、児童、高齢者な

ど支援を必要とする人たちの交流の場が減少している。 
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・社協関係者、実行団体代表者からヒアリング 

・（厚生労働省）「通いの場を開催するための留意点」（令和 2 年

6 月）https://www.mhlw.go.jp/content/000636965.pdf 

・（福島民報 記事）「社協のサロン休止、孤立の母親支援」 

https://www.minpo.jp/news/moredetail/2021052786913 

 ※サロン活動休止を報じた全国的な報道はないが、市区町村 

単位での休止情報は多数 

＜考察＞ 

実行団体は、従前からの活動で健常児、障害児の個人・団体・組

織へのプログラム提供の実績を持ち、得意となる対象があった

が、本事業では 10 の実行団体に相互の取り組みを情報共有して

いただいた上で、それぞれが、地域での「営業努力」として新規

声掛けを働きかけたことで、アウトプットへの貢献につながった

ものと考察する。また、コロナ禍において、屋内事業に手詰まり

感を抱えていた団体・組織へのアプローチに繋がったことも大き

い。今後も各団体の事業スケールに応じて、新たな対象群へのア

プローチを進める 

https://www.mhlw.go.jp/content/000636965.pdf
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実施状況の 

適切性 

 

②当初計画において、対象児童

一人当たり複数回の活動参加

を目標としたが、コロナ禍で参

加回数の減が見込まれる中、自

己肯定感の向上など、参加児童

の意識変容面でのアウトカム

の達成は可能か。 

<評価結果> 

対象児童には、体験

活動への参加を重

ねる毎に積極性の

向上など肯定的な

変化が見られるが、

低回数であっても

指導者や関係者、ま

たは参加者同士の

コミュニケーショ

ンを通じて、アウト

カム達成に繋がる

効果が見られてい

ると評価する。 

＜調査結果＞ 

コロナ禍により 2020 年度および 2021 年度上半期の事業回数が

減少した結果、各年度において 6 回以上体験活動事業を提供でき

た団体は 5 団体であった（2021 年 8 月末現在）。その中でも、参

加者に頻度の高低が生じている。 

調査方法は聞き取りによるものとし、1 年半の間に 6 回以上の事

業を実施した 3 団体の、実行団体引率者・指導者、参加者の保護

者、社協など福祉団体関係者、一般・学生ボランティアに対し、

分配団体スタッフがヒアリングを行った。 

①聞き取り対象：保護者 6 人、実行団体指導者 3 人、福祉団体関

係者 4 人、ボランティア 10 人 

※学校授業受け入れのような一律体験型ではなく、募集による一

般参加型／参加不参加を参加者が選べる事業を対象とした。 

②聞き取り内容： 

・（保護者）事業参加による子供の変化、事業に関しての親子間

での話題や、会話の状況 

・（団体指導者）参加回数の多寡により子供の変化・成長に差異

が見られるか。参加頻度が高いほど変化が多く現れるか。 

・（福祉関係者、ボランティア）参加児童、保護者の反応や変化

について 

③結果： 

・（保護者）これまでの生活では中々体験することができなかっ

た水辺での自然体験活動により、やる気や挑戦心、自信、親への
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気遣いなど、前向きな気持ち、自尊感情が芽生えている。親への

声掛け、日常生活での手伝いが見られるようになった 

・（団体指導者）自尊感情という面では低回数から効果が表れて

いるように見える。参加回数が増えるにつれ、不慣れな参加者や

保護者などへの気遣い、見守り行動・態度が見られるようになる。 

回数によってより多くの変容が見られるが、低回数であっても十

分に効果が表れていると考えている。 

・（福祉関係者・ボランティア）これまで受け身・やってもらう

のに慣れていた子供が、皆で準備し、体験し、皆で片づける、協

力無しにはできない活動に触れ、親や仲間への声掛け、手伝いが

見られるようになった 

＜考察＞ 

カヌーや海・水辺での活動には対象者すべてが不慣れであり、必

然的に生じる不安もあって、指導者の話を聞く、ボランティアス

タッフなど見知らぬ人と話し、手伝ってもらうなど、コミュニケ

ーションが強制的に求められる環境と言える。 

またカヌー等の活動は、水上での一人での活動も多く、”独力で完

遂した”との達成感に繋がりやすい（スタッフにより安全管理は

徹底されている）。 

このような環境で、初回など比較的低回数の段階では達成感、挑

戦心などの自尊感情が先行し、リピート参加した際には、他者・

一緒に参加の保護者への気遣いなど、違った反応が表れてくるも

のと思われる。 
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このようなことから、回数を重ねることで得られる効果も多い

が、低回数であっても多くの肯定的反応、効果が子供たちに表れ

ているものと考察する。 
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実施をとおした

活動の改善、知見

の共有 

 

②対象児童だけでなく、同時に

保護者や兄弟の事業参加を促

すことが、短期アウトカム「社

会性や自立心の向上」に寄与し

ているか 

 

 

＜評価結果＞ 

現状では、「対象児

童」に対しての単純

な効果の差異の確

認に至らなかった。

一方で、保護者に対

して違った効果が

表れており、近親者

の変化が対象児童

の環境に対し肯定

的な変化を及ぼし、

結果的に対象児童

の社会性向上に有

利に働く可能性が

あると評価する。 

＜調査結果＞ 

調査方法は聞き取りによるものとし、親子・兄弟児を同時に参加

受け入れしている 3 団体の実行団体引率者・指導者、参加者の保

護者、社協など福祉団体関係者に対し、分配団体スタッフがヒア

リングを行った。 

なお今回調査は、学校等の集団参加の団体の、引率教員、保護者

との接触ができず、事業・団体単位で保護者・兄弟児の参加有無

による比較調査に至らなかったため、考察は関係者からの感想・

意見を根拠としている。 

①聞き取り対象：保護者 6 人、実行団体指導者 3 人、福祉団体関

係者 4 人 

②聞き取り内容： 

・（保護者）兄弟児の事業参加状況と、その有無による子供双方

の変化の状況。 

・（団体指導者、福祉関係者）兄弟参加、親子参加の家庭につい

て、事業参加を通じて児童、または保護者に変化は見られるか。

その変化はどのようなものか。 

③結果： 

（保護者）対象児童本人や兄弟児については、やる気や挑戦心、

自信、親への気遣いなど、前向きな気持ち、自尊感情が芽生えて

いるとの声が聞かれ、合わせて、兄弟児同士や保護者への配慮、

協力意識などが見られるとの感想・意見が得られた。 

（団体指導者・福祉関係者）一方で、親の参加が児童の成長に及
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ぼす直接的な影響は目立って見えない模様である（指導者・福祉

関係者に共通）。 

指導者・福祉関係者によると、水辺の自然体験に子供を連れてく

る保護者は、保護者自身が体験活動に興味関心があり、参加希望

が強い傾向があるとのこと。そのため、児童と保護者が分かれた

状態になることもある。 

発達障害など困難を抱えた児童には、同じような障害を抱え、ひ

とり親、生活困窮、ネグレクトなど、非常に狭い世間・人間関係

の中で、親子ともに困難な状況に陥っているケースが少なくない

という。そのような家庭単位では、保護者に対人コミュニケーシ

ョンの場や体験を提供することが「レスパイト」的な効果を生み、

結果として児童への家庭環境の改善に繋がるとのことである。 

＜考察＞ 

評価小項目に挙げた仮説とは異なる形とはなったが、関係者ヒア

リングにより、問題は障害児単独というケースは少なく、保護者

も含めた家庭のケアが必要であり、親子を対象とした事業提供に

よってより効率的な改善に繋がる可能性に気づくことができた。 

また、そのような視点でのケアを行っている実行団体ほか、社協

など福祉関係者との連携が強く求められると認識した。 

＜参考＞ 

実行団体コバルトブルーライフセービングクラブにおける活動・

独自調査において、保護者による家庭内のネグレクト行為が改善

される傾向が表れたとの報告書が提出された。 
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組織基盤強化・環

境整備 

①活動を継続していくために、

地元大学等の連携やボランテ

ィアの育成・確保は出来ている

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①実行団体の１０

団体中６団体が体

験会を実施する際

に、参加団体や大学

等と連携し、事前に

ボランティア研修

を行うことで安全・

安心な体験会を実

施している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 〈調査結果〉 

実行団体の 10 団体中 6 団体が事前にボランティア研修

を実施していた。障がい児等を対象にした体験会の場合

には、指導スタッフは 1 対 1 以上での対応が望ましいこ

とが、1 年目の活動時に確認が出来た。活動 2 年目を迎

え、実行団体では新規に参加する団体のスタッフに対し

て事前の実技研修の実施や体験会ごとに地元の大学生

ボランティアを確保することで、指導・監視の目を増や

すことで、参加者・保護者に対して、安全・安心な体験

会を提供できた。 

〈考察〉 

参加する子供たちの行動パターンを把握しているスタ

ッフを指導スタッフに迎えることで参加者に安心感を

与えた。その結果保護者からの反応や、体験会を楽しみ

にする子供たちが増えた。ボランティアについても一緒

に参加することで自身のモチベーション向上にも役立

てることでき、継続しての参加に繋がった 

新規ボランティアを確保できていない 4 団体について

は、現状の運営方針を再度確認しながら、次年度に向け

て、参加者等の満足度向上や安全に体験会を実施するた

めには利用団体等のスタッフの育成や地元大学生など

の協力関係の構築などの必要性について、成功団体の事

例を共有すること改善を図る。 
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②事業終了後の実行団体の支

援ニーズは把握できているか。 

 

 

 

 

② 事 業 終了 後も

体 験 プロ グラ

ム を 多様 化す

る こ とや 事業

を 拡 大し てい

く 上 では 器材

等 が 不足 して

い る 状況 であ

る 

 

 

 

② 〈調査結果〉 

参加者のニーズに合わせたプログラムを提供しておく

ことは、指導スタッフスキル向上と新規器材の確保が重

要である。B&G の自然体験ノウハウや指導法を実行団

体に伝達することで、運営時における安全確保に繋がっ

ている 

〈考察〉 

今後は B&G の指導者資格研修会への定期的な参加や、

B&G 海洋クラブに新規登録をすることで、指導スキルや

安全対策の向上、B&G ネットワークを通じて、様々な活

動情報の共有や人的交流を図ることで、新たに生まれる

ことが予想される 

 

 

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 

●事例 

 1,ひとり親家庭の親子を対象とした活動を 4 日ほど実施したところ、子供に対する親子関係が改善している親子が見られた 

  (コバルトブルー)、との報告をいただいた。子供だけではなく、保護者にも社会性の育成など、意識・行動の変容が見られている。 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果   

●資金分配団体として 

  1、新型コロナ感染防止のため、参加者を集合させて活動を実施する方式から、実行団体と参加者家庭を結んだリモートにより海で 
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の疑似体験活動を実施する団体が出てきたこと。(オーシャンズラブ) 

  2、水辺の活動シーズン(4 月～11 月)の自然体験活動を想定していたが、新型コロナ対策として緊急事態宣言が発動されたことで、オ 

フシーズン(12 月～3 月)も里山体験や屋内でのゲーム等の活動を加えて実施する団体が出てきたこと。 

 

   ＜非資金的支援＞ 

1、 B&G 財団で制作した 2020 年度活動成果報告書を全実行団体に配布し、関係者等への事業説明に活用するよう依頼したところ、 

”休眠預金”を使った事業を行っているとして、行政からの信頼が増したと一部実行団体から報告があった。(身体教育医学研究所) 

 

   ●実行団体から 

［あそびとまなび研究所］ 

 ・障害のある子供を対象に事業を実施していたが、保護者も一緒に参加してもらうことで、親子のコミュニケーションが増えたので、 

 親子参加型の活動に切り替えている。 

 

［FEEL］ 

当初は障がい児を対象としていたが、障がい児を取り巻く家庭環境では、家族全員での体験が難しいことが分かった。その為、障がい

児の兄弟姉妹と保護者も対象と することで、今まで家族一緒で体験することが難しかったマリンスポーツ体験を提供出来た。体験し

た障害児の行動に変化があったことが波及したのではないかと推察できる 

 

 

 

 

④ 事業計画（資金分配団体）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 
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  受益者や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 

当財団の活動の類型は、「課題解決の手法として適切と思われる仮説に基づく事業

の実施を通じて介入群・非介入群の比較を行い、その有効性を検証確認する」に

なる。これまでの事業実施を通じて、アウトカムの手ごたえは得られつつあるが、

コロナ禍による対面事業機会の減少への対策を、この進捗報告・中間評価報告作

成期間で実行団体とすり合わせ、できうる限り当初からの評価計画に見合う形に

したいと考えている。その中で出てきた既存枠で対応できない部分について、ア

ウトカムや指標等の変更を進めていくこととする。 

 

＜評価アドバイザー 拓殖大学 太田教授＞ 

・ヒアリングでは、サンプル数は決して多いとは言えないものの、概して高い評
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価が得られている。コロナ禍という様々な面で制限された環境下においても参加

する児童、保護者、ボランティアは、その時点で各実行団の取り組に理解が深い

と推察される。それ故に評価も高く出る傾向がるが、そうしたバイアスを割り引

いた上でも、確固とした意義を感じ取ることができる。今後、感染拡大が落ち着

き、次年度の夏に向け、参加者が増え、そのすそ野が広がる中で、様々な意見が寄

せられることになろうが、そうした声に耳を傾けながら事業計画を推進していく

ことが望まれる。 

・コロナ禍の社会情勢が大きく変動する環境で、参加人数などの定量データを正

確に分析することは困難であると考えられる。しかしながら、ヒアリングから得

られた定性データ、及び各事業団体の実績からは、概ね、社会課題のニーズと事

業計画の内容、受益者と対象グループのニーズの事業計画の内容の合致、アウト

プットからアウトカムへのつながりが認められる。また、資金分配団体の自然体

験ノウハウや指導法の伝達等により、運営時における安全確保に繋がっている点

は評価できる。資金分配団体は、各実行団体と密なコミュニケーションをとって

おり、事業開始からこれまでの知見を活かし、適切に事業計画の改善、またさら

なる推進をしていくものと評価している。 

 

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） 
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◎写真 

     
身体教育医学研究所 学生ボランティア研修           SHIPMAN ダブルハルカヌー実技 

 

     

海の達人 セーリング活動                FEEL 海での活動 


