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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 ： 基山町に於ける発達障がいを持つ子供たちへの包括的学習サポート事業  

  

● 資金分配団体 ： 公益財団法人佐賀未来創造基金 

● 実 行 団 体 ： 基山こどもねっと 

● 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

＊ 

 

入学前のインクルーシブな学

習支援教室において、参加児

童向けに学校と類似した環境

を設定 

教室の開催頻度 週 1 回を実施。 

 

事業終

了時 

 

緊急事態宣言のときは除き、週

１回（対面）、実施できてい

る。 

２ 

入学前のインクルーシブな学

習支援教室において、 

参加児童向けに、モデリング

メソッドを活用した入学準備

の場の提供 

教室の開催頻度 

 

週１回を実施。 

 

事業終

了時 

 

緊急事態宣言下を含め毎週１回

（オンライン）５箇所で実施が

できている。 

２ 
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2-1.基山町における発達障が

いを持つ小学校・中学生を対

象とした地域の公民館等を利

用した学校連携型学習支援教

室 

3-１.基山町に於ける発達障が

いを持つ入学前児童・小学

生・中学生を対象とした学習

支援センター事業 

 

2-1．教室の開催回数 

3-1．教室の開催回数 

2-1．週１回実施 

3-1．週１回実施 

 

事業終

了時 

 

新型コロナ感染症のためセンタ

ーの開設ができていない。 

３ 

5.特別進学学級に通う子ども

達への学習、進路相談 

 

進路相談を実施した回

数 

 

進路相談延 1200 件 

 

事業終

了時 

 

学習支援教室で 100 件実施。 ３ 

６.特別進学学級に通う子ども

達にかかわる staff への学習、

進路相談研修 

 

研修を実施した回数 

 

研修実施延 72 回 

 

事業終

了時 

 

毎月２日実施。。 

36,回開催実施。 

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 

• 小中学生を対象にした学習支援教 

をすべて、オンラインでの支援に切り替えた。 

• 未就学児を対象にした学習支援教室 

町内にある園ごとに、保育・教育時間の中で、保育士と幼稚園教諭も参加しての実施にした。 

 

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 評価全般   

外部 評価アドバイザー  NPO 法人ソーシャルバリュージャ

パン事務局長 

 

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 

A)佐賀県三養基郡基山町において、入学前のイ

ンクルーシブな学習支援教室にて、「参加児童

向けに学校と類似した環境を設定すること」お

よび「モデリングメソッドを活用した入学準備

の場を提供する」ことにより、発達障がい→個

別の学習支援を必要とするをもつ小学校入学前

児童が小学校に適応しやすくなる。 

 

①学校に通わせることが不安な保

護者を１０％減らす。 

②児童の９０％が一時間座って学

習する。 

事業終了時 

 

① 子どもの苦手なことがわかっ

たと 70%の保護者が回答。 

→特性がわかったことで、必

要な支援につなげることがで

きた。 

② 全員が４０分間座って学習が

できた。 

※２−３月が緊急事態宣言だ
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ったため、基山保育園のみで

の実施。 

B)基山町に於ける発達障がいを持つ入学前児

童・小学生・中学生を対象とした包括的学習園

事業」により、発達障がいを持つ児童が学習支

援の場に継続して参加できるようになる。 

 

児童・生徒の継続参加率 70％ 事業終了時 

 

◼ 未就学児 100％ 

◼ 小中学生 9０%以上が継続し

ている。 

C)基山町に於ける発達障がいを持つ入学前児

童・小学生・中学生を対象とした包括的学習サ

ポート事業」により、発達障がいを持つ児童の

学力が向上する。 

算数等の科目において小テストな

どを実施。単元ごとに 70 点を合格

値とし、新たな単元の取得を目指

す。 

事業終了時 

 

2021 年度の期中のため、テスト

の実施をまだ実施していない。 

D)佐賀県三養基郡基山町において、「特別進学

学級に通う子ども達への学習、進路相談」およ

び「特別進学学級に通う子ども達への学習、進

路相談研修」により、発達障がいを持つ児童た

ちが、自分の進路や進学の希望が整理できた状

態になる。 

アンケート項目の納得度、わくわ

く感の数値が 70％以上となる児童

が全体の７０％ 

事業終了時 

 

参加する児童生徒が、95%以上だ

ったため、「進路」ではなく「学

習に対しての変化を聞いた。 

◼ 勉強が楽しくなった 

５点満点で、平均 4.25 点 

◼ 勉強の時間が増えた 

55%の子どもが増えたと回答 

E)佐賀県三養基郡基山町において、「特別進学

学級に通う子ども達への学習、進路相談」およ

び「特別進学学級に通う子ども達にかかわる

staff への学習、進路相談研修」により、(D)のア

ウトカムが生まれ、保護者にその状況を報告す

保護者向けアンケートにおける

「こども達への負担」で 10％のマ

イナス。「子供達への将来への期

待」で 10％の増加を目指す。 

事業終了時 

 

プログラムの実施が途中のため、

把握することができない。 
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ることで、自分の子供の将来に期待を持つよう

になる。 

F)佐賀県三養基郡基山町において、ボランティ

アたちが学習支援教室で子どもたちの学習をサ

ポートすることで、参加したボランティアに

「人の能力とやる気を引き出すスキル」が身に

つく。 

事前事後のアンケートを実施し、

「人の能力とやる気を引き出すス

キルがあるか」の項目で 10％の向

上を目指す。 

事業終了時 

 

プログラムの実施が途中のため、

把握することができない。 

G)佐賀県三養基郡基山町において、進路や進学

の相談を行なうことにより、障害を持つ子ども

達の自己肯定感が向上した状態になる。 

①事前事後のアンケートを実施

し、「自己肯定感」「自己効力

感」の 10％向上を目指す。 

事業終了時 

 

プログラムの実施が途中のため、

把握することができない。 

H)佐賀県三養基郡基山町において、「特別進学

学級に通う子ども達への学習、進路相談」およ

び「特別進学学級に通う子ども達への学習、進

路相談研修」により、発達障がいを持つ児童た

ちが、自分の進路や進学の希望が整理できた状

態になる。 

①初年度は、アンケートから相談

後の「進路や進学の希望の整理が

出来た」項目の満足度 50％以上を

目指す。 

＊2 年目以降は、アンケートから昨

年度の数値と比較し向上を目指

す。 

事業終了時 

 

プログラムの実施が途中のため、

把握することができない。 
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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 

中間評価時で測定可能だった短期アウトカムの指標につ

いて８つの短期アウトカムのうち３つが判断基準に基づ

いて進捗が確認できた。概ね達成されつつあると評価す

る。 

一方で、 

① ステークスホルダーと協議し対象を発達障がいのあ

る子どもに広げ、小学生と未就学児を厚くすること

にした。 

② 新型コロナ感染症の影響 

の２つの理由で、進路相談をおこなった結果の短期アウ

トカムの達成は難しくなるなど、変更点があった。具体

家には、①小学生の参加が多くなったので、子どもたち

からは進路に関しての具体的な相談はなく、学習に関し

ての相談がメインとなった。また、②新型コロナ感染症

の影響で、保護者の進路相談を行うことが困難だった。 
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これに対しては、保護者向けのプログラムを計画するな

ど違ったアプローチで子どもたちの未来につながるよう

な工夫を行う必要がある。 

 

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 

特定された事

業対象の妥当

性 

事業の対象グループの選

定は適切か（対象、規模

など） 

未就学児向けには、

十分かつ適切に届け

ることができた。一

方、小学生以上につ

いては、当初想定し

ていた対象者以上に

プログラムを届ける

べき対象層がいると

明らかになった。 

発達障がいのある子供の一般的な困りごととしては「他者との関係構

築の困難さ」「学習の遅れ」「うっかりミス」「多動による集団行動

が苦手さ」などの本人に起因する課題と、保護者には「将来に対して

の不安」「子育ての大変さ」などがあることを保護者のアンケート

と、インタビューによって確認できた。 

 

また、基山町内横断でプログラムの中で子どもたちを観察すると、発

達障がいではない子どもの中には「作業面より、言語面が優位な子ど

もは、作業面の発達の遅れを言語面で補うので、周囲の大人からは課

題が見えづらい（言い換えると、言語面の発達が進んでいるため発達

がいがあるという判断はされにくいグレーゾーンの子供達であり、サ

ポートが必要にも関わらず、必要な発達支援を受けることが出来てい

ない子供達である）」といった課題があることがわかった。 

 

対象となる子どもが発達障がいのある子ども以外にもいないかを探る

ため、４歳児検査の際に保護者から取っているアンケートの結果と具

体的な子どもたちの状況とを照らし合わせて検証した。 

保護者の子育てに関してどんなことに困り感あるか？の設問 
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※複数回答可 

⇒全体の3割以上が、子育てに関して困りがることがわかった。 

これらのことから 

① 発達障がいの子ども以外にも、発達のバランスが悪いなどの理由

によって、支援が必要な子どもに支援が届いていない。 

② 保護者に子どもの状況を伝え、子育てに役立つ情報提供をする機

会が必要 

という結果を元に、発達障がいのある子ども以外に、新たな対象とし

て①②に該当する子どもと保護者を対象に加えることにした。 

 

■ 小学校 

【個別学習支援“マナビバ”】 

① 多様性の中で子どもの力は育まれるという考えの元、インクルー

シブ教育の環境にするために、参加者を発達障がいの子どもに限

定しない 

② 昨年度は学校への理解を十分得ることができなかった 

 

この２つのことが原因で、発達障がいの子どもの数が目標に達成しな

かった。 

※参加している子供の数は想定通り。 

この課題について若基小学校と教育委員会との協議を行い。 

◼ 若基小学校の中での教室を増やし、子どもたちが参加しやすい環

境を作る 

◼ 通常級に通う生徒の中で、学校側からみて、個別の支援が必要な

子どもの参加を促してもらう 
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ことを行った。 

教師が気になる子どもを弊社のスタッフが、オンライン授業の中にカ

メラオフで傍聴し観察を行った。その結果、通常級の中にも個別の学

習支援が必要な子どもがいることがわかった。彼らの課題は、「わか

らない」を発信することができないことだった。学年が進むに従って

「わからないことがわからない」という状態になっている。個別の学

習支援で、わからないことを丁寧に言語化して、「小さなわかった」

を積み重ねることが必要だと考えて、対象とプログラムを設計し直し

ている。 

 

【センター】 

昨年は新型コロナの影響でセンターを開設できなかった。今年は場所

が見つからずオープンがずれ込んでいる。そのため、発達障がいのあ

る子どものセンターでの学習支援をおこなうことができていない。

2021年12月までには場所をみつけ、2022年度には解説でるよう準備を

進めている。 

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？ 

未就学児向けには十

分かつ適切に届ける

ことができた。一

方、小学生向けには

目標値を下回る活動

があったため、学校

や教育委員会等と連

携を強化することと

した。 

当初は発達障がいのあるこどもに限定して個別の学習支援を通して、

就学時に４０分間“リラックス”＆“集中”できる状態で机に向かえるこ

とを目指していた。当初は発達障がいのあるこどもに限定して個別の

学習支援を通して、就学時に４０分間“リラックス”＆“集中”できる状

態で机に向かえることを目指していた。しかし、基山町こども課や保

育園・幼稚園などに、ヒアリングしたところ発達障がいの診断を受け

てなくても課題がある子ども多くいることがわかり、発達障がいの診

断を受けていない子ども達に対してもプログラムを提供すべきという

判断となった。そこで、以下のようにプログラムのスタート時は間口
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を広げ、より多くの子どもたちにリーチするよう設定することで診断

を受けていない子どもたちにもプログラムを届け、その後絞り込んで

いくプロセスを経ることでより支援が必要な発達障がいを持つ子供た

ちにプログラムを届けることが出来るようにプログラム設計を変更し

た。具体的には、プログラムを 

① 一期→多くの子ども（2020は町内の約半数、2021年度はほぼ全

員） 

② 二期→1/3程度に絞り込む 

③ 三期→1/8程度にさらに絞り込む 

という多数から少人数へ絞りこんで行くプロセスで実施することで 

• 発達障がいのある子どもに対して 

療育の補完として、支援を行うことができた。 

• 潜在的なニーズがある子ども（４歳児検査のデータと、プログラ

ム内での観察では３０％程度） 

「個人の特性による課題がある子ども」「乳幼児期に保護者が子

どもに愛情を注ぎ、深い結び付き（アタッチメント）を醸成がで

きていないなどの、家庭環境に課題がある子ども」にプログラム

を提供することができた。 

 

【小学生】  

当初設定した発達障がいのある子どもは、町内全体で 

• 未就学 約１０名 

• 小学校 約６０名 

• 中学校 約３０名 

合計約１００名在籍している。 
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未就学児は全員を対象にしているので、目標以上の子どもにプログラ

ムを届けることができているが、小学生に関しては５名程度と目標を

下回っている。 

 

◼ 原因１ 

共催の基山町との当初の協議で「発達障がいのある子どもだけに

限定せずに募集を行う」ということでスタート。公募の結果、対

象の子どもが十分集まらなかった。 

◼ 原因２ 

2020年度は、学校の理解を十分得ることができておらず、協力体

制を作ることができなかった。 

◼ 原因３ 

対象の子どもの保護者への周知が行き届かなかった。 

 

この課題を解決するために、若基小学校と教育委員会と協議し、小学

校の教室での開催と、募集においての学校の協力をいただくことにな

った。現在徐々に対象とのなる子どもが増えてきている。 

 

保護者については、臨床心理士、子ども課、保育園と、未就学児のプ

ログラムでの観察と、４歳時の検査の結果を元に協議した結果、「保

護者の子どもへの関わり」に課題があることがわかった。 

そこで、対象を子供だけではなく、保護者にも広げることにした。そ

のために、保護者と子どもが一緒に参加できる教室のプログラムを開

発しており、近日中に開始の予定。 
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以上のように 

① 開催場所と学校の協力により対象者の参加を増やす新たにわかっ

た 

② 課題である「保護者」にも対象を広げる 

ことで、想定していたアウトカムの達成を目指す。 

実施をとおし

た活動の改

善、 

知見の共有 

事業を通して新たなアイ

デアが生まれたか？ 

プログラムの実施の

タイミングだけでな

く、日常の子どもへ

の教育に接続出るア

イデアが生まれた。 

【未就学児】 

• 対象者を顕在化し効果的なプログラムを実施するためのアイデア 

2020年度が終了後、子ども課・保育士・臨床心理士と振り返りを行っ

た。2020年度は、４歳児検査のデータだけを元に 

• 対象の子供の選定 

• 実施するプログラム 

※プログラム：「集中」をテーマに、言語による指示でのグループワ

ークと呼吸法などを実施。 

を行ったが、プログラムを実際にする中で、データだけでは顕在化で

きなかった子どもの「作業面では発達が遅れていないが、体をうまく

使えずリズムの際ぶつかってしまう」といった運動昨日の発達や「愛

着形成が十分なされていない（アタッチメント）」といいった家庭環

境の課題がわかるようになった。 

① 対象を明確にするためのアイデア 

2021年度は、３期あるプログラムの第一期（４月～８月）は、対

象を広げ、全員が参加できるプログラムを行い、振り返りを行う

というPDCAサイクルを回すことで、発達障がいの診断を受けて

いる子ども以外に、支援が必要な子どもを顕在化させることがで

きた。 

② 効果的なプログラムを実施するためのアイデア 
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一期を全員に実施し、その結果を元に保育士の意見も聞いた上

で、フォローする対象を明確にし、ゴールの設定を行うことで、

第二期（９～１２月）・三期（１～３月）より効果的なプログラ

ムが設計できると考えている。 

 

• 日常との接続を図るためのアイデア 

2020年度は、初の試みで「成果がどのようなものか？」「実施す

るプログラムがどのようなものか？」を明確に伝えることができ

なかったため、町内の６つの園、年長を担当する保育士・教諭と

プログラムを一緒に実施することが十分できなかった。2021年度

は、各園の園長と振り返りとプログラムの目的について協議し、

2020年度の成果を認めていただき 

• 年長の担当の保育士・教諭にプログラムに参加してもらう 

• プログラムの実施後振り返りを行う 

ことを合意した。 

さらに、保育園との連携を強化するために、子ども課と臨床心理士と

協議し、第二期以降は、 

• 対象となるこどもの選定 

• プログラムの内容 

についても、保育士・教諭が一緒に考えてもらうようにした。 

年長を担当する保育士・教諭に協力をえるために研修会を実施し、日

常の指導に活かしてもらえるようになった。 

 

■ 学習支援の手法のアイデア 

上記のような子ども課、６つの園、臨床心理士との話の中で、保護者
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の理解や、情報提供の必要を強く感じるようになった。そこで、保護

者と子ども（未就学児だけでなく小中学生も）が一緒に参加できるプ

ログラムができないかを検討し、実施に向け準備を進めている。 

 

小学生 

2020年度の振り返りを教育委員会と行った結果 

◼ 発達障がいのある子どもの参加が目標に届かなかった。 

◼ 達障がい以外の子どもにも、個別の支援が必要な子どもが多くい

ることがわかった。 

教育委員会と学校と弊社で協議を重ねた結果、以下のようなアイデア

が生まれた。  

① 若基小学校の教室を使ってプログラムを行う 

② 学童の子どもも参加できるようにする 

③ 個別の支援が、必要な子どもに参加してもらえるよう学校側に協

力をしてもらう。 

ことにした 

 

このことによって 

◼ 若基小学校の特別支援学級の子どもの参加が容易になった。 

◼ 学童（１～３年生）も参加できることで、昨年度未就学のプログ

ラムに参加していた１年生が参加することでプログラムの連続性

を作ることができた。 

◼ 学校から通常級に在籍する児童の中で、個別の支援の必要な子ど

もも参加できるようになった。 
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組織基盤強

化・環境整備 

組織の体制・事業体制

は、事業目標に対して適

切かつ十分か？ 

事業を通じて、事業

目標達成に必要な事

業体制を構築するこ

とができた。 

【未就学児】 

体制について、「プログラムを開発するための体制」と「プログラム

を実施するための体制」の２つの視点で評価を行った。2020 年度行っ

たこと・できたことは 

① プログラムを開発するための体制 

アウトプットが実行できるためのプログラムを開発する体制 

２０２０年度は 

◼ 行政（子ども課） 

◼ 専門家（臨床心理士） 

の２者でプログラムの開発を行った。 

 

② プログラムを実行するための体制 

2020 年度は、アウトカムの達成に向け、町内にある６つの園の

内、５つの園に協力してもらい、保育時間内にプログラムを実施

することができた。結果プログラムの意義については理解をいた

だくことができた。 

 

 

2021 年度のプログラムを行うに当たっては、子ども課と６つの園、臨

床心理士と協議して、見えた課題は 

① プログラムを開発するための体制 

対象者の選定を４歳児の検査のデータだけを元に選定を行った

が、プログラムを進める中で新たな課題とニーズが見つり、対象

者の選定とプログラムを作る上での視点が不足していることがわ

かった。そこで 2021 年度は、 
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◼ 行政（子ども課） 

◼ 専門家（臨床心理士） 

◼ 教育・保育機関（園内の６つ全ての園の保育士・教諭） 

の３者で、現場の保育士・共有にも主体的に関わってもらい 

「対象になる子どもの選定」→「その子どもの課題」→「つけた

い力の設定」→「プログラムの検討」→「プログラムの実施」 

というフローでプログラムを設計することにした。 

 

② プログラムを実行するための体制 

A) 保育士・幼稚園教諭の巻き込み 

2020 年度は、基山子どもねっとの職員とボランティアだけ

でプログラムを行った。より効果的なものにするために、日

常への接続する必要があるが、保育士・教諭の協力を十分得

ることができなかった。そこで、年長の担当の保育士・教諭

にもプログラムに参加してもらい、実施後の振り返りを一緒

に行うことで、日頃の保育・教育活動につなげてもらうよう

な体制にした。 

B) 保護者との連携 

プログラムの参加には、保護者から賛同を得ることができた

が、情報共有などを行い、家庭での子育てに繋げるまでは至

らなかった。 

課題を解決するために、臨床心理士、基山の保護者と発達障

がいのこどもに有効な学習支援の教育プログラムの専門家を

交え、保護者と子どもが一緒に学ぶことができるプログラム

を検討することにした。 
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【小学校】 

2020 年度は、学校側の理解を十分得ることができず、十分な実行体制

を作ることができなかった。 

そこで、基山町の教育委員会・学校との協議を 2021 年度スタート時

に、事業の目的とゴールの共通理解を得ることを行った。 

具体的には、まず、基山町の課題が何かを若基小学校にインタビュー

したところ 

• 目の前にある課題 

小規模特認校（※）で、特別支援学級の子どもが多く通う。その

子どもたちの学習支援を増やしたい。 ※若基小学校（文部科学

省「小規模特認校」制度）  

• 長期的な課題 

より魅力ある学校にし、校区外から通常級の生徒を集めたい。 

という学校及び基山町の課題があることがわかった。この課題と事業

のアウトカムが連動する接点を模索するため、教育委員会、若基小学

校、こどもねっとの 3 者で協議を行った。結果、発達障害を持つ子ど

もや診断がついていないグレーゾーン、定型発達のこどもなど全ての

子どもに向けたインクルーシブ教育を行うためのプログラム提供とい

うことに、合意形成が得られた。 

 

合意を得たプログラムは 

① 若基小学校の教室を使ってマナビバを行う 

② 学童の子どもにも参加できるようにする 

③ 個別の支援が必要な子どもに参加してもらえるよう学校側に協力
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をしてもらう。 

ことにした 

 

このことによって 

◼ 特別支援学級の子どもの参加が容易になった。 

◼ 学童（１～３年生）も参加できることで、昨年度未就学のプログ

ラムに参加していた１年生が参加することでプログラムの連続性

を作ることができた。 

◼ 学校から通常級に在籍する児童の中で、個別の支援の必要な子ど

もも参加できるようになった。 

 

 

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 

短期アウトカムの最も重要な、継続率 90%以上（辞めた理由は保護者の仕事の関係など本人理由以外）と想定より高い結果となっ

た。子どもたちが継続して参加する理由は「楽しかった」「わからないことを積極的に聞くことができるようになった」など「学ぶ

ことの楽しさを学ぶ」という機会を提供できている結果、主体的な学びにつながっているようである。 

未就学児も「保育園のことをほとんど話さなかったのに、マナビバのことは楽しそうに話してくれる」といった保護者の声や。「夜

とても良く寝ることができるようになった」という声が聞けた。 

町内の６つある園のうち１つの園では、プログラムに対しての評価が非常に高く、担任がプログラムに参加し、振り返りも毎回２時

間に及んでいる。園長いわく「日常の保育にとても参考になりつながっている」とのこと。 
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③ 事前評価時には想定していなかった成果 

発達障がいのある子どもを対象にしてスタートしたが、１年間実施し、臨床心理士・基山町こども課・教育委員会、小

学校、町内の各園と振り返りをおこなった結果、対象を障害のある子ども以外の子どもに広げる必要性があることがわ

たった。理由は２つ 

I. 障害のある子ども以外にも支援が必要なこどもが多数いる 

II. 障害のある子どもだけにプログラムを提供するよりインクルーシブな環境をつくることが、障がいのある子どもに

とって教育効果が高くなる。 

この２つの支援の必要な子どもに支援を届けることと、そのためにインクルーシブな教育を、日常的に実現するために保

育園では一部協働をすることができ始めた。今後は保護者への理解・協力と、地域住民のプログラムの参加する機会を作

ることで事業の継続につなげていきたい。 

 

 

    

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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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 

中間評価を行うことで、事業の対象と対象者の課題とニーズが明確に

なった。その課題を解決するために、プログラムを提供するだけでは

なく、子どもの日常の中での成長に関わる保護者や保育・幼稚園、学

校との連携を行う必要であるという課題を設定できた。2021 年の 12

月末までに、関係者と協議を行い事業計画に反映を目指す。 


