
平成 27年度実施協働事業の評価結果報告 

 

 平成 28年度第１回国分寺市協働事業審査会を行い，平成 27年度に実施した

協働事業（６事業）の評価を行った。 

 

日 時：平成 28年５月 17 日（火）13 時 00分から 17 時 00分 

場 所：国分寺市役所第一庁舎３階 第一・二委員会室 

 

【評価対象事業】 

協働事業名称 実施団体 担当課 実績額 

①子ども野外事業 
NPO法人 

冒険遊び場の会 
子ども子育て事業課 3,866,640円 

②西恋ヶ窪親子ひろば事

業(市民室内プール) 

NPO法人 

冒険遊び場の会 
子育て相談室 1,691,856円 

③駅前子育てサロン(東部

地区協働型親子ひろば

事業) 

NPO法人 

冒険遊び場の会 
子育て相談室 5,058,454円 

④屋外型親子ひろば事業 
NPO法人 

冒険遊び場の会 
子育て相談室 1,651,500円 

⑤国分寺市まちづくりセ

ンター協働事業 

NPO法人 

まちづくりサポート

国分寺 

まちづくり推進課 4,380,000円 

⑥中高層集合住宅の防災

対策の普及・促進」に関す

る基礎的調査・研究事業 

NPO法人 

くらしの安全安心サ

ポーター 

防災安全課 561,587円 

 



【評価の手順】 

 事業終了後（平成 28 年４月１日以降）に事業実施団体が市に報告書類を提

出した後，「国分寺市協働事業審査会」（以下「審査会」という。）による評価

を行った。手順は下記①～⑤のとおり。 

 

 ①実施団体が実績報告書等を担当課に提出する。 

 ②事業費の精算を行う。 

 ③実施団体と担当課それぞれが自己評価を行う（「自己評価票」の作成） 

 ④自己評価をもとに，実施団体と担当課両者による相互評価を行う（「相互

評価票」の作成） 

 ⑤審査会による評価 

審査会委員を招集し，以下の手続きで行った。 

 （１）実施団体が事業報告を行う（プレゼンテーション）。 

 （２）実施団体及び担当課に対して審査委員が質疑を行う。 

 （３）事業報告，報告書，自己評価，相互評価をもとに審査会が評価する。 

 

【評価項目】 

項目 内容 

①事業の目的は達成できたか 事業目的の達成度合いを，その根拠とともに評価する。 

②単独で実施するよりも効果

的，効率的な事業展開ができた

か 

協働で実施したことによって団体・市いずれかで実施す

るよりも成果をあげることができたかを評価する。 

③良質な成果，波及効果・相乗

効果，市民自治の推進につなが

ったか 

特筆すべき事業成果，地域に良い影響を与えた等の波及

効果，団体や市単独事業との相乗効果，市民活動の活性

化など市民自治の推進に貢献できたかを評価する。 

④改善すべき点や今後の課題

はあるか 

次年度以降取り組むべき内容や「当該協働事業として」

だけではなく，市や団体が単独で，あるいは協力して行

うべき内容について助言する。 

⑤全体的な評価 ①～④のまとめ及びその他のコメントをする。 

 

【評価結果】 

 別紙「評価結果」のとおり。 

 

 

 

 

 

 



平成 27年度協働事業評価結果 

 事 業 名  西恋ヶ窪親子ひろば事業（市民室内プール） 

 実施団体  認定特定非営利活動法人冒険遊び場の会  

 担 当 課  子育て相談室 

事業の成果に関する評価 

(1) 事業の目的は達成できたか？ 

 平成 26年度と比較し，利用人数は減ったものの相談件数は増えており，一人当たりに対

する細やかな対応ができていると判断できることから「相談ができる親子ひろば」は達成で

きたといえる。また，相談業務だけではなく，お母さん同士が楽しみながらつながりを持て

るような内容：「ママップ」やお誕生日表などの工夫は評価できる。 

 

(2)単独で実施するより効果的，効率的な事業展開ができたか？ 

 団体のもつノウハウやカウンセラーなどの専門家を配置することにより，市では捉えきれ

ない細やかな対応・情報収集ができていること，また，現場スタッフに対するケアとして，

市から相談員を派遣することにより，現場スタッフの負担軽減につながっていることから，

効果的な事業展開ができたといえる。 

 

(3) 良質な成果，波及効果・相乗効果，市民自治の推進につながったか？ 

 平成 26年度と比較し利用人数は減っているが，利用者ニーズに合わせたより適切な親子

ひろばを紹介するなどの工夫がみられ，個々に対する細やかなサポートができていることか

ら，良質な成果が出ているといえる。 

また，市に対し高いレベルで意見提案されたことで，担当課として今後の市内の親子ひろ

ばの在り方を考える一助となったことは評価できる。 

(4) 改善すべき点や今後の課題はあるか？ 

平成 28年度から新しい運営団体となるので，担当課は他の親子ひろばとの連携がスムー

ズに行えるようサポートし，団体は各親子ひろばの事業目的・内容の把握に努め，両者で利

用者にとってより適切な場所への案内ができるような方法を検討されたい。 

 

 

全体的な評価等記述欄 

複数年にわたり，団体の得意分野を発揮した効果的な事業展開ができたといえる。また，

カウンセラーや相談員を配置することにより，市民ニーズに合わせたより細かなサポートが

できたと評価できる。 

 平成 28年度からの団体の変更に伴う利用者の混乱がないよう、担当課がしっかりとリー

ドし，また，「円卓会議」などを通して，他の親子ひろば運営団体と情報共有を図りながら，

団体のもつノウハウを十分に活かした運営を期待する。 

 「事業収支決算書・精算書」について，曖昧さが見受けられる。公金で運営していること

の認識を今一度深めていただき，摘要欄には単価・時間・人数(日数)など全てにおいて詳細

かつ明確な内容を記載ください。 

 



平成 27年度協働事業評価結果 

 事 業 名  駅前子育てサロン（東部地区協働型親子ひろば）事業 

 実施団体  認定特定非営利活動法人冒険遊び場の会 

 担 当 課  子育て相談室 

事業の成果に関する評価 

(1) 事業の目的は達成できたか？ 

 懸案であった施設環境については、広い場所へ移転したことで，事業目的のうち，「親子

でくつろげる場の保障をする」ことについて達成できたといえる。 

 

 

 

(2)単独で実施するより効果的，効率的な事業展開ができたか？ 

 団体の得意分野を十分に発揮し，行政単独では実施できない事業展開ができている。また，

市では捉えきれない市民ニーズを市と情報共有しながら実施していることから，効果的な事

業展開ができたといえる。 

 

 

(3) 良質な成果，波及効果・相乗効果，市民自治の推進につながったか？ 

 広い場所へ移転したことにより，利用人数が増加し，０歳児と１歳児が安全に過ごせる環

境が作れたことは，良質な成果をあげたといえる。 

 

 

 

(4) 改善すべき点や今後の課題はあるか？ 

 平成 27年度で協働事業としての実施が終了し，今後は委託事業としてスタートされるに

あたり，これまで培ってこられたノウハウを十分に活かした運営を期待する。 

 

 

 

全体的な評価等記述欄 

 複数年にわたり継続して良質な成果をあげている。特に，これまで課題となっていた狭隘

状況について，広い場所へ移転することにより，利用者にとって快適な場の提供ができるよ

うになったことは評価できる。 

 今後は，これまで協働事業で実施してきたノウハウを活かし，親子ひろばの拠点としての

施設運営モデルとなるような事業展開を期待します。 

 「事業収支決算書・精算書」について，曖昧さが見受けられる。公金で運営していること

の認識を今一度深めていただき，摘要欄には単価・時間・人数(日数)など全てにおいて詳細

かつ明確な内容を記載ください。 



平成 27年度協働事業評価結果 

 事 業 名  屋外型親子ひろば事業 

 実施団体  認定特定非営利活動法人冒険遊び場の会 

 担 当 課  子育て相談室 

事業の成果に関する評価 

(1) 事業の目的は達成できたか？ 

 平成 26年度と比較し，利用人数・相談件数が増加しており，着実に利用者に定着してき

ていると思われることから，「屋外で，親子で遊ぶ体験と場の提供をする」という目的は達

成できたといえる。 

 

 

(2)単独で実施するより効果的，効率的な事業展開ができたか？ 

 団体のノウハウや人材が十分に活かされており，また，行政単独では捉えきれない市民ニ

ーズを市と情報共有しながら実施していることから，効果的な事業展開ができたといえる。 

 

 

 

(3) 良質な成果，波及効果・相乗効果，市民自治の推進につながったか？ 

 利用人数・相談件数の実績から，利用者に定着した事業となっており，良質な成果が出て

いるといえる。また，地域の方々が自ら公園のゴミ拾いやおもちゃを提供するなど，事業に

協力している姿も見られることから，市民自治の推進につながっていると評価できる。 

 

 

(4) 改善すべき点や今後の課題はあるか？ 

 近隣へのフォローについて，引き続き，担当課と団体が協力し，近隣の理解を促すための

対応に努めていかれたい。 

 また，公園面積に対する利用人数の多さについて，実施する公園を他にも増やすなど人数

の分散化を図り，安全に事業が運営されるような工夫をしていただきたい。 

 

全体的な評価等記述欄 

 団体の得意分野を活かした事業内容が展開されており，利用者も一定の満足は得られてい

ると評価できる。引き続き，近隣の方々に対するフォローをしていただきながら実施された

い。 

 また，今後の事業展開として，運営主体や方法及びエリアの見直し、例えば，これまでの

公園は地域の方々やサポーターによる自主運営にし，協働事業としては新しい地域での事業

実施をするなど，各公園において，利用者が利用しやすく，快適かつ安全に過ごしていただ

けるような場所の提供を両者で検討いただきたい。 

 「事業収支決算書・精算書」について，曖昧さが見受けられる。公金で運営していること

の認識を今一度深めていただき，摘要欄には単価・時間・人数(日数)など全てにおいて詳細

かつ明確な内容を記載ください。 



平成 27年度協働事業評価結果 

 事 業 名  国分寺市まちづくりセンター協働事業 

 実施団体  特定非営利活動法人まちづくりサポート国分寺 

 担 当 課  まちづくり推進課 

事業の成果に関する評価 

(1) 事業の目的は達成できたか？ 

 「まちセン・ゼミ」及び「調査研究」について，市の施策に対応する内容に設定したこと

は，本来のまちづくりセンターの役割に合致した取り組みであり評価できることから，一定

の目標は達成できたといえる。 

(2)単独で実施するより効果的，効率的な事業展開ができたか？ 

 行政単独では構築し得ない団体独自の人脈やネットワークを有効に活用し，工夫した取り

組みができたことは効果的だったといえる。一方で，まちづくり支援について，団体・担当

課で認識の相違が感じられる。再度両者で協議し，より目的に沿った事業内容を設定してい

く必要がある。 

(3) 良質な成果，波及効果・相乗効果，市民自治の推進につながったか？ 

 まちづくりに関する普及啓発活動について，多岐にわたるプログラムが展開されており市

民が参加しやすい内容へと工夫できたと言える。また，事業内容の一つである調査研究につ

いて，市内全ての公園に対し実態調査をしたことや公園にいた市民に対しアンケート調査を

実施したことは，価値ある調査研究であったと評価できる。 

平成 28年度は，本調査についての分析結果を市民及び庁内へ公表し，活用していただける

ような支援の検討をお願いしたい。 

(4) 改善すべき点や今後の課題はあるか？ 

 平成26年度と比較し，来所数が減少した理由として移転したことが大きいと考えられるが，

今後は，来所数の増加を図るための PR方法や企画内容について両者で工夫・検討いただきた

い。また，本事業内容には他課の事業と重複する内容が組み込まれているため，担当課は他

課の事業内容を把握した上で，両者で再度内容を協議し実施されたい。 

 平成 28年度は契約の最終年にあたるため，団体の専門性を活かさなければできない事業か

つ市の施策につながる事業に特に力を入れて実施し，目に見える形：調査研究成果を市民に

公表，井戸端会議の開催場所変更や参加人数の増加などの成果を出していただくことを期待

する。 

全体的な評価等記述欄 

 複数年，様々な事業を展開し，まちづくりに関する普及啓発活動を積極的に取り組まれて

きたことは評価できる。 

 平成 28年度は，これまで約９年間にわたり実施し培ってこられた実績を活かしながらも，

センターの当初の目的を改めて相互で確認し、その中で特に力を入れていく分野を両者で協

議し，成果の出せる事業展開を期待する。 

また，29 年度の募集にあたり，仕様書の見直しをお願いしたい。具体的には，①事業目的

をより明確にすること②事業内容を団体の専門性を活かさなければでき得ない特化したもの

にすることにし，目的達成のために成果の出せる事業内容としていかれたい。 

「事業収支決算書・精算書」について，曖昧さが見受けられる。公金で運営していること



の認識を今一度深めていただき，摘要欄には単価・時間・人数(日数)など全てにおいて詳細

かつ明確な内容を記載ください。 



平成 27年度協働事業評価結果 

 事 業 名 
「中高層集合住宅の防災対策の普及・促進」に関する基礎的

調査・研究事業 

 実施団体  特定非営利活動法人くらしの安全安心サポーター 

 担 当 課  防災安全課 

事業の成果に関する評価 

(1) 事業の目的は達成できたか？ 

 アンケート回収率及びヒアリング件数は高いとは言えないが，調査を実施することで市内

の中高層集合住宅における現状を把握できたことは，事業目的である「市内の中高層集合住

宅の実情を把握する」ことについて，一定程度の達成につながったといえる。 

 

 

(2)単独で実施するより効果的，効率的な事業展開ができたか？ 

 団体の専門的知識及び人脈を活かすことにより，市では捉えきれない情報を限られた人

数・時間で把握できたことは，効率的な事業展開ができたといえる。 

 一方で，アンケートの回収率が低いと思われるので，回収率を高める工夫を両者で検討す

る必要があったと考える。 

 

(3) 良質な成果，波及効果・相乗効果，市民自治の推進につながったか？ 

 市単独では捉えきれなかった情報を得られたことは，良質な成果が出たといえる。より良

い成果を出すために，調査結果を市民活動団体等に公表することで他団体の活動の一助につ

ながると思われる。 

 

 

(4) 改善すべき点や今後の課題はあるか？ 

 アンケート等の調査結果について，成果物の活用方法が明確でないことや市民への周知に

ついて積極性が見られなかった。具体的な取り組みを両者で検討されたい。さらに，調査を

通して見えてきたことを両者で分析していただくと，よりよい報告書となったのではないか

と思われる。 

 

全体的な評価等記述欄 

 本事業は市が抱える喫緊の課題に対応した非常に重要な内容である。協働事業終了後も，

調査結果をどのように活用していくのか，また，どのように市民等に公表していくのか具体

的な取り組みを検討し実施されたい。 

 「事業収支決算書・精算書」について，曖昧さが見受けられる。公金で運営していること

の認識を今一度深めていただき，摘要欄には単価・時間・人数(日数)など全てにおいて詳細

かつ明確な内容を記載ください。 

 



 

 


