
平成28年度実施協働事業の評価結果報告

平成29年度第1回国分寺市協働事業審査会にて,平成28年度に実施した協

働事業(6事業)について,審査会より評価を実施いたしました。

日 時:平成29年6月13日(火)午前10時から午後3時30分まで

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厘圏
国分寺市まちづくりセンター

協働事業

即O法人

まちづくりサポート

国分寺

まちづく′り推進課 4,343,013円

②日因
西恋ケ窪親子ひろば事業(市

民室内プール)

コアラッコ・親子ひろ

ばサポート国分寺
子育て相談室 2,004,870円

③日圏
屋外型親子ひろば事業

即O法人

冒険遊び場の会
子育て相談室 1,545,326円

④゛日範
子ども野外事業

市O法人

冒険遊び場の会
子ども子育て事業課 3,866,640円

 区因
協働を進めるための市職員・

即0スタッフ合同研修事業

 窪範
ママインターン事業

国分寺・協働を進める

胛O連絡会(構成団

体:NPO法人冒険遊び

場の会/卵0法人ワー

カーズ風ぐるま/聞O

法人お産サボート

JAP轡/NPO法人まちづ

くりサポート国分寺/

ミズモリ団)

協働コミュニティ課 262,680円

即O法人

ArrowArrow
文化と人権課 995,913円



【評価の手順1

事業終了後(平成29年4月1日以降)に事業実施団体が市に報告書類を提

出後,「国分寺市協働事業審査会」(以下「審査会」という。)による評価実施。

手順は下記①～ 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Jの作成)

 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,白己評価,相互評価をもとに審査会が評価する。

【評価項目】

【評価結果】

別紙「審査会による評価」 のとおり。

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9も成果をあげるこど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。

 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。



平成28年度実施協働事業「審査会による評イ曲」
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事業名 ① 国分寺市まちづくりセンター協働事業 m

実施団体 NPO法人まちづくりサボート国分寺

担当、課

(1)事業の目的は達成できたか?

団体と市との定期協議や,運営幹事舎により.センター運営に関する調整を行い,セン

ター運営を安定的に実施できたことは一定の評価ができます。また,まちづくりに関する晋

及啓発・広義のまちづくりという点では,多くの活動が積極的に行われたと評価できます。

(2)単独で実施するより効舅的,効率的な事業展開力{できたか?
情報誌(まちセンだより)の構成や「まちセン・ゼミ」の企画・運営にあたっては,両者

の有する情報や知見を合わせることにより,内容の充実をはかることができたと評価できま

す。

(3)良質な成果,波及効果・相乗効果,市民自冶の推進につながったか?

「まちセン・ゼミ」への参加呼びかけを通じて,自治会・町内会との関係性を深めること

ができ,ネットワークが拡大したといえます。能動的に地域に働きかける「出張井戸端会

議」を実施し地域住民の参加を促すなと市民自治を意識した事業を展開してきたといえま

す。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

「出張井戸端会議」の内容を地域の特性をふまえた内容の講座と相談余とじての内容での

開催を&ffiすることによ0,まちづくりの機運醸成を図ることにつながると思われます。

センター機能とじて,昨年に引続き.一窓口管理業務実績として,.相談・間合せの実績が少

ないというのはあまり好まレくない実績です。担当課と団体との情報の共有化を図り.団体

側の目標である「まちづくり協議会」の立上1プ支援につな1プられるよう改善が心要だウたと

思われます。
" , - " 一"""""-  """ー"““““““ """""1"""""""""

全体的な評価等記述欄

まちづくりに関する普及啓発,波及効果は一定効果があったと思われます杭啓発事業に

特化レたものとなってしまい.本事業の具体的な成果目標であった,「市民主体゛の地偏まち
づくり組織①立上1力に至りませんでした。目標に対する認識が担当課と団体と必ずしも一

致していたとば言えず,改善を促じてきましたが,協働としてのコミュニケーションが不足

していたように思われます。10年間,同一団体に業務を赫託する結皇となり1その間1こ次
の担い手とな′る人材や団体が育たなかったのは非常に残念です。市の事業ご一匹公Jffかけ
る事業には地域内に人材が育つよう,多世代や世代交代を意識した事業推進が団体と市,双

方に必要であったと思われます。



1
平成28年度実施協働事業「審査会1こよる言平{i」
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事業名 ②西恋ケ窪親子ひろば事業(市民室内プール) 区図

実施団体 コアラッコ・親子ひろばサポート国分寺

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? 1

平成28年度の年間利用者数(延べ4,853人),助産師相談や各種イベント参加者数,

そして,アンケート等における利用者の評価からも,事業目的である「地域の中で孤立し

がちな乳幼児とその保護者,妊婦とその家族に対して.安心して立ち寄り.,遊びと交流及゛

び相談ができる場所と機会の提供」は,達成できたといえます。

(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?

団体の子育てに関するスキルを持って.利用者がより利用しやすいよう個別の二-ズに

合わせたきめ糺やかな対応をしたことで市民から高評価を得ています。地域のボランティ

ア連携,支援団体連携なと団体独自のノウハウとネットワークを活かじ,より多様な子育

て支援が実現できたこと,また,いままで開催されなかった休日のイベントを企画・実施

したことは高く評価できます。

(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?

内藤地域センターでのボランティア活動と当ひろばの運営や近接の日吉町親子ひろばと

も連携を取ったことにより,それそれのひろばの利用者増につながり,点から面への地域

の支援が発展したといえます。また,仲間づくりを目的として,地域援助者の協力を得て

フエスティパルを実施し,地域から好評を得ることができました。積極的に地域での仲間

づくりに関わる環境を醸成できたことは,共に支え合うことのできるまちづくりを推進し

たと高く評価できます。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

参加者数が偏る開催ロがあり。利用者が多い日の安全確保が難しかった,とのことです

が,個別支援の必要な利用者への対応を含めて.事業を実施する施設に課題があります。

担当課と団体で協力して施設を管理している市役所内の他課にも協力を依頼し,開催施設

を増やすことができないか,なと対応を検討されることを望みます。また,スポーツ施設

を和用する父親に参加゛を促すなと,父親の参加率を上げる事業の計圃実施を希望します。

全体的な評価等記述欄

・ 島近に知り合いや頼れる人のいな(/l母親にとって,何でも気軽に聞けるスタッフがいる

■こと.励まし合う子育て仲間かいることは,とても重要な意味をもっています。また.
:プールに付属している施設の特徴として,プール利用者や兄弟姉妹連れの親子の利用なと

:大勢(こ利用されていま]す。母親の参加だけでなく,′父親の参加に関しても更なる工夫を期.

待します。池方,利用者数が多くなることにより,揚所が手狭になり,安全確保が難しい

と,利用者に対する安全性の問題意識をもち工夫している点も評価されますが,市と団体

双方で改善策を検討することを希望します。利用者が増加しているという実績への高い評

1価がある一方,利用者数(こ捕らわれす,「親子ひろば」を通じて,市民と市が連携し,協
1

.働で行うこ仁により,子育てをとも1こ支え合うことができるまちプくりを推進するJ.こと

を果たすためにも.必要とじている人達に手が届くような活1動を続けることを期1待しま.

す。



平成28年度実施協イ動事業「審査会による評イ曲」
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事業名 ③ 屋外型親子ひろば事業 n

実施団体 NPO法人 冒険遊び揚の会

担当課 子冑て相談室

事業の成果に関する評価

(1)事業の目的は達成できたか?ですます調で統一した方がいし")と思います
すでに認知度も高く,安定して多くの利用者がいることから,孤立しがちな親子を屋外遊

びへ誘い,屋外で親子で遊ぶ体験と場を提供するという役割を確立じている。また.子育て

の悩みを気軽に相談できることで一定子育ての不安解消につながっていると評価できます。

(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?

団体が培ってきたノウハウを活かし,親子ひろばの屋外型として1つのモデルを提示する

ことができ,効果的に事業展開ができていることが評価できます。

市の広報や市の子育て支援団体間の紹介等を通じて,多くの対象者に情報が届き,利用者

数が増加しています。団体にとっても,市との協働であることが近隣の安心につながってい

ることなとから,双方にとって効果的な事業展開といえます。

(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?

この事業が.親子の出会いの揚となり,仲間作りの一助になっていることは,とても評価

できます。また.地域住民の方々の御理解や御協力を得て,この事業を運営できていること

は,日頃より団体が.地域住民へ積極的に閥わり配慮をされている結果だといえます。

今後の事業展開として,事業を担う地填ポランティアの発掘なと.,次世代へ事業を引継ぐ

試み1ま.′市民自治の推進につながり高く評価できます。事業を実施しつつ,地填ボランティ
アを育成することは容易ではありまぜんが,今後も維続して地域市民が主体となる事業にむ

けて試行することを希望します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

゜全体的な評砺等記述欄
. 団体独自の力を発揮して,一多くの市民に駒南きれてい乞実癲は高く評価できます。また,
:事業を実施するにあたり,公園管理という視点を持つなと,新たな協働の広がりが芽生えて

いると感0られます・

本事業に自ら改善を図り,「ことも野外事業」と合わせた内容として.平成29年度から

1 「青空ひろば」を提案して事業を発展させることを高く評価し,今後の事業展開1こ期待じま

す。



平成28年度実施協働事業「審査会による言平イ曲」
ー
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事業名 ④ 子とも野外事業 区0準

実施団体 NPO法人 冒険遊び揚の会

担当課 子とも子育て事業課

事業の成果に関する評価

(1)事業の目的は達成できたか?

利用者数の多さからも.地域の事業として根付き,子ともたちが主体的に遊び.成長して

いる様子がよくわかります。遊びのなかで危険を回避する方法を学び,子とも目線で考えら

れた,プログラムにより,子ともの身体能力の向上が図られています。中学生・高校生・大

学生の参加による,異年齢交流が,他団体,地域住民との閏わり1こよる,多世代交流が実現

していることも高く評価できます。

(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?

担当課と団体とで役割分担して近隣への協力飲頼や広報を行っていること、事業へのス

タッフの参加や事業後の報告なと,担当課,団体,双方向が連携して事業を実施していま

す。近隣住民へのフォローなと効果的な事業展開ができていると評価できます。

(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?

遊び揚のOBである中学生・高校生・大学生の居揚所にもつながり,そのOBがプレイ

リーダーとして手伝いに参加することにより異年齢交流がなされるなと波及効果が生じてい

ます。近隣住民や地域団体が自然に子ともたちの遊びに関わる環境づくりをしていることも

評価できます。また,前年度の評価を受け,.「屋外型親子ひろば」と合わせた「青空ひろ

ば」の事業展開に期待します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

現在参加している,遊び揚のOBである中学生・高校生・大学生により積極的に関わっ

てもらい,多世代事業の推進と今後の担い手の育成となるよう,工夫を続けてください。

全体的な評価等記述欄 ′

9年間この事業を実施され,参加者数の多さからも,地域事業として地域住民に根付いた

事業となり,十分成果があったと評価できます。主体となって関わる地填住民の層が広がる

こどを期待します。-



平成28年度実施協働事業「審査会による評価」
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事業名   協働を進めるための市職員・NPOスタッフ合同研修事業 圓11

実施団休 国分寺・協働を進めるNPO連絡会

担当課 協働コミュニティ課

事業の成果に関する評価

(1)事業の目的1ま達成できたか?- """

市職員とNPOスタッフの合同研修は,お互いの活動や実態について,理解を深めること

ができること,また,協陶事業への理解も深まることが,研゛修参加者のアンケート結果から

明らかになっています。一定の目的が達成できていると評価できます。

(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?

複数の団体が実施することでNPO活動現揚実習の受入先の交渉や参加者への呼びかけが

幅広く行われたことに関しては,行政単独では実施し得ないことであり,とても効果的でじ

た。また.団体と市との役割分担が明確であり,団体は研修内容,担当課は事業PR・会揚

確保,協力課である職員課は職員への周知・受講者選定・配置調整。それぞれが役割を果た

し,協働事業として効率的に事業を実施することができたと評価できます。

(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?

アンケート結果より,研修を通じ,市職員・NPOの相互理解が深まり,協働事業化への

意欲が高まったということは評価できます。また,NPOの団体同士の交流が深まり,協力

関係が構築でき波及効果があったと評価できます。

(4)改善すぺき点や今後の課題はあるか?

研修の実施時期について,市職員,NPOスタッフとも参加しやすい時期や期間にするよ

う検討してください。

研修ブログラムについて,限られた対象者へのステップアップの内容とするか単年度での

完結肉容とじ,より多くの受講生が参加できるようにするか検討してください。初めての参

加者でもわかりやすい因容とするなと,参加のじやすさ,間口を広げることを優先すること

も意義があると者えます。

1 アンケート結果より受講生のうち,NPOスタッフの満足度が行政職員よりも低いことが
懸念されます,.NPO側が研,修を受けるメリットも明確にする心要があります。

-iK的-flY"-価等記述欄
 行政eNPOが合同で研修を実施していること自体はとてもユニークで評価できます。

上記でも述べましたが,実施時期]゛・期間・プログラム肉容の見直.じをし,本研修の巨指すこ

ころは何か,検討を重ねて改曽し〈いくことを期待します。



平成28年度実施協働事業「審査会{こよる言平価」
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事業名   ママインターン事業 閣

実施団体 NPO法人A「「owA「「OW

担当課 文化と人権課

(1)事業の目的は達成できたか?

前回に比べ.参加者数が激減し,目標値の4分の1になったことは残念な結果でした。ま

た,アンケート結果の満足度だけでは事業目的達成の判断はできず課題を残したと判断しま

した。

(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?

市と団体が協働で事業を実施することにより,参加企業や参加者からの信頼を得られたこ

とは効果的でした。

団体スタッフの経験を活かしたフォローにより,参加者は安l～して事業に参加できたと,

いえます。

(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?

職揚体験から就職が決定した事例もあり,事業としての一定の成果はあったと思われま

す。また,地域の企業が地域貢献を希望し10社の参加を得たことは市民自治の推進につな

がるといえます。

(4)改善すぺき点や今後の課題はあるか?

今回,参加者数が少なくなった要因とじて。,実施時期が遅れたこと.それに伴い周知期間

が短かったこと.職揚体験時の託完先のフォローが不十分で参加希望者が参加できない状況

になっていたことが考えられます。

事業のスケジュールをしっかり計画し.一丁寧に事業を実施してください。また,託児保育

については,参加者へわかりやすく説明し,一受入先が探せなかコた揚合を想定じ,団体が託

児先を探すなとのフォローの方法を者えてください。

商工会への広報協力依頼をし,幅広い職種へ周知できるよう努力をしてください。

.全体的な評価等記述欄

「今回の反省点は,参加者数が前西より激精している状況が,実施時期の遅れや,職揚体輯-
中の託児先の問題なと事業者の進めi1こ工夫が見られなかっ猫こ,とによると理解してい琴

す。また,事業目的が不明確であり.「女性の再就職への一歩を踏み出すための事業で浅く

広く多くの方に参加して欲しい。」と主張する一方。『嘩搗体験時には自分で託児先を探し
・てください。」とハ一ドルを上1プています。一事業目的を明確1こし.参加者が参加しやす(il事

業設計をする必要があります。

1 また,公費で実施する事業であるという.意識を持ち,慎重かつ適切に予算を執行してくだ

さい。


