
平成31年度実施協働事業の評価結果報告

令和2年度第2回国分寺市協働事業審査会にて,平成31年度に実施した協

働事業(6事業)について評価を実施しました。

日 時:令和2年10月2日(金)午後1時から5時まで

場 所:リオンホールcocobun ji WEST 5階

1【評価対象事業】

協働事業名称 実施団体 担当課
実績額

(市負担額)

①I虱
小さい子どもを育てる

人のための本の時間

ははがよむ
図書館課

(協力課:公民館課)
152,860円

②区因
北の原地域センター

運営に関するサポート

事業

ふれあい北の原 協働コミュニティ課 957,ogo円

③日圏
ぶんじデザインラボ

協働事業

NPO法人MYstyle@ まちづくり推進課 4,196,004円

④日罰
市民室内プール親子ひ

ろば事業

コアラッコ・親子ひろ

ばサポート国分寺
子育て相談室 2,132,962円

 厘範
こくぶんじ青空ひろば

事業

認定胛O法人

冒険遊び場の会
子ども子育て事業課 5,951,913円

 厘範
国分寺市職員NPO派遣

研修業務委託

国分寺・協働を進める

NPO連絡会

(構成団体:認定NPO

法人冒険遊び場の会

/叶O法人ワーカーズ

風ぐるま/即O法人ま

ちづくりサポート国

分寺,

協力団体:NPO法人お

産サポートJAP轡/美

しい用水の会)

協働コミュニティ課 254,636円



2【評価の手順】

事業終了後(令和2年4月1日以降)に事業実施団体が市に報告書類を提

出。「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。

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)。

 審査会による評価。

(1)実施団体が事業報告をプレゼンテーションにて実施。

(2)実施団体及び担当課に対して審査委員が質疑を行い,団体,担当課が

回答。

(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を実施。

3【評価項目】

4【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効果

的,効率的な事業展開ができ

たか

協働で実施したととによって団体・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。

 全体的な評価等 ①～④のまとめ及びその他のコメントをする。



5【国分寺市協働事業審査会委員】 (敬称略)

委員種別 氏名 職業など 出欠

1号委員 服部 篤子
一般社団法人DSIA代表理事

同志社大学政策学部教授
出席

同上 ・ 林 大樹
国立大学法人一橋大学社会学研究科

名誉教授
出席

同上 田代 美香
特定非営利活動法人ぐらすかわさき

副理事長
出席

2号委員 藤原 大 政策部長 出席

3号委員 志村 国光 総務部長 出席

4号委員 小川 恵一郎 市民生活部長 出席

2項委員 大隈 亮 市民公募委員 出席

同上 神田 淳 同上 出席

同上 福井 真一郎 同上 欠席



平成31年度実施協イ動事業「審査会1こよる言平イ而」

1
11

事業名 1 【提案型】小さい子どもを育てる人のための本の時間

実施団体 ははがよむ

担当課 図書館課(協力課:公民館課)

事業の成果に関する評価

(1)事業の目的は達成できたか?

○成果 小さい子ともを育てる親が自分だけの本を読む時間を持つことや,子ともと一時離

れ自分だけの時間を過ごす機舎を提供する事業目的は達成できました。年度途中にコロナ感

染症拡大防止対策により,事業が中止となったものの,目標とした「定員60パーセント以

上の参力旧を大幅に上まわる86パーセントの参加者の利用があったことは新規事業の1

年度目の成果として高く評価できます。

○課題 今後とも,団体の特性を活かした細やかな配慮のもと事業が実施されることを期待

します。

(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?

○成果 当日の定員の空き情報を図書館受付に表示することや,団体のツイッターやホーム

ページを図書館のホームページと連携し幅広い方法で団体・図書館課が連携し,事業周知が゛

効果的に行われました。

また,協力課の公民館課より託完の際の保育士の紹介や保育室の提供等により事業がス

ムーズに計画され,利用者の方が安心して,お子さんを預けることができとても効率的な事

業展開ができたと高く評価できます。

O課題 引続き相互の連携を行い,効率的な事業を実施されることを期待します。

(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?

○成果 この事業を通じて利用者が協働事業で実施されていることに興味を示し,託児利用

により公民館保育室の認知にもつながり,図書館利用を控えていた方々への利用を促す効果

や公民館事業の周知にもつながり,とても良い波及効果が生まれていると評価できます。

0課題 引続き団体の特性を活かした事業展開が実施されることを期待します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

現在この事業は本多図書館と光図書館の2館で実施していますが,利用者から開催揚所の

拡充を望む声があり,小さいお子さんを連れて移動することを考慮すると,自宅から近い図

書館での開催を希望される声が多いことはよく理解できます。開催揚所の拡充について今後

検討を希望します。

全体的な評価等記述欄

新規事業において定員設定は想定が難しいものですが,他自冶体の実施状況等をよく調べ

られた上で定員設定し,結果としてこの事業に適した定員となり,利用率が定員の86パー

セントと高いものとなりました。また,利用者より「母でもなく,妻でもなく,一人の人間

として時間を過ごすことができた。」という意見が寄せられたことは,この事業を協働事業

で実施して本当に艮かったと高く評価できます。団体,担当課,協力課それそれが事業実施

にあたり積極的に協力した結果,利用者の満足度の高い事業となりました。今後とも良い関

係を保ち事業を実施されることを希望します。

利用時間の設定については,団体,担当課,協力課がよく検討し,利用者の安全を考えお

子さんをスムーズに受入れるために,年度途中で時間を一部変更する改善が行われ柔軟な対



応が行われました。また,託児の1回あたりの保育時間についても,協力課の保育士とよく

話し台う時間を持たれ検討されていることがよくわかりました。

コロナ禍の状況下小さいお子さんをお預かりすることは大変な配慮が必要と思われます。

今後とも一層の感染予防対策を行った上での事業実施を求めます。



平成31年度実施協イ動事業「審査会1こよる言平4i」

1ー

事業名
2 【提案型】 北の原地域センター

運営に関するサポート事業

実施団体 ふれあい北の原

担当課 協働コミュニティ課

事業の成果に関する評価 ′

(1)事業の目的は達成できたか?

○成果 地域住民で構成する団体が地域センターの管理・運営の一部分として平日の午前

11時45分～午後1時15分(市職員の昼休憩時間帯の対応として)の時間帯や日曜,祝

日の午前9時～午後5時のセンターの利用申請受付,備品の受け渡し.間合わぜ対応を行い

また,センター内の簡易清掃や庭木剪定,軽易な修繕を実施する内容は地域コミュニティの

拠点を地域住民で運営することを目指す内容としてとても素晴らしい事業です。

今後とも,地域住民としての団体の特性を活かした事業展開をされることを期待します。

(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?

O成果 地填住民の多くの方が団体の自主活動等に参加された事は,今まで地域活動に参加

されていなかった方の参加の掘り起こしにつながり効果があったと評価できます。

○課題 地域センターの管理・運営については,団体独自の方法で実施するには難しい事業

内容です。効率的に事業を実施するためにも,団体が市の事業としての基本や基準を十分理

解のうえ,公平・公正に事業を推進することを意識されることを希望します。

(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?

○成果 地填住民で構成される団体が地域センターの管理・運営の一部を担う事により,セ

ンター利用者や地域住民に「地域センターを地域コミュニティの拠点とする」という意識が

芽生えており,市民自治の推進につながっていると評価できます。

○課題 今後も団体の地填住民の視点を活かした事業を推進される事を希望します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

団体が地域住民で構成され長年活動されている事に敬意を表します。

事業対象の地域センターは多世代の方々が利用される施設であるため,団体にはメンパーの

多様性や多世代の参加を促すことを希望します。また,今までの経験を生かしたリーダー

シップの共有を様々な関係者とされ,責任を持って市立施設のサービスを提供する立場を認

識いただき,団体として層の厚い構成になる事を希望します。

全体的な評価等記述欄

高い志を持ち地域の施設のために努力され,市とともに地域センターの運営をサポート

されていることは素晴らしいことです。利用者も団体が施設運営のサポートをすることによ

り安心感を持って利用していると思われます。地域センターは子ともや高齢者の居揚所とな

る施設として様々な二-ズに対応する事を求められ,柔軟性を持った対応が必要となりま

す。それには上記にて意見しましたが,団体メンパーの多様化を目指し,層の厚い柔軟性の

ある団体として事業を実施されることを期待します。

また,事業の実施に当たっては,コロナ禍における万全な感染予防対策を講じることを求

めます。



平成31年度実施協イ動事業「審査会1こよる言平4i」

事業名 3 【公募型】r5<んじデザインラボ協働事業

実施団体 特定非営利活動法人MYstyleアット

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?

o成果 新規事業として実施され,予定定員を超えた応募者数があり,団体・担当課のPR

や広報活動の努力によるものだと高く評価できます。また受講者が6つのプロジエクトを立

ち上げ活動を継続されまちづくりの促進につながっていると評価できます。

○課題 引き続き団体の特性を活かした事業展開が実施されることを期待します。

(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?

○成果 受講者募集にあたっては市側の広報に加え,団体のネットワークを活用し効果的な

周知や説明合等を実施した結果,募集人数を上回る応募があり,効果的な募集を行うことが

できました。また,講座においては行政職員が講師となる機会を設定し,受講者と行政との

接点を設けることにより効果的な事業展開ができました。

○課題 引き続き相互の連携を行い,効果的な事業を推進されることを期待します。

(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?

○成果 事業終了時には参加者より6つのグループ,プロジエクトが誕生じ,試験的な取組

がまちづくりの活動として進められ良質な成果が生まれていると評価できます。また,′地域

の大学や地元企業なとのとの連携も生まれるなと,様々な市民自治の推進につながっている

と高く評価できます。

O課題 引き続き団体の特性を活かした事業展開が実施されることを期待じます。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

受講者がやりがいを持ち多くの方々と出宗い関わりを持たれ満足度の高い事業となってい

ることは素晴らしいことです。しかし,市の事業として最終的に何を目標にしているものな

のかがわかりにくい状況となっています。また,受講修了後のアドバイザーは相談員の立揚

となるため,この事業の参加者のみのアドパイザーとしての役割だけではなく,一般市民の

方がこのまちで何かをする際のまちのデザインセンターの相談役としての役割があると思わ

れます。この事業に参加せずとも一般市民の方がアドパイザーに相談する際の方法について

明確に示してください。また,継続的に市の事業として実施するのであれば,最終的な目標

を明確にし,どのような状況となってこのサポート事業が終了するのかを明確にする必要が

あります。

全体的な評価等記述欄

多くの受講者が参加し,事業のプログラム構成も効果的な内容であり,団体・担当課がよ

く協力し事業を推進した結果だと思われます。上記でも述べまし疋が,この事業の受講修了

者が今後まちのデザインセンターとしての相談役を担っていくように,そして,この協働事

業を契機として事業を開始じたとしても,今後受講修了者が独自事業として推進していくよ

う,本協働事業の方向性を明確に示すことが必要だと思われます。団体,担当課は本事業を

よりよい事業となるよう引き続き協議してください。

また,事業の実施に当たっては,コロナ禍における万全な感染予防対策を講じることを求

めます。



平成31年度実施協イ動事業「審査会1二よる言平fi」

1

事業名 4 【公募型】市民室内プール親子ひろば事業

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?

O成果 利用者が気軽に立ち寄り遊びと交流及び相談ができる揚となっています。狭隘な事

業実施揚所でありながら,大きな事故もなく団体スタッフの細やかな配慮にるものと高く評

価できます。

O課題 今後とも,団体の特性を活かじた事業展開を継続されることを期待します。

(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?

○成果 団体のひろば事業のノウハウや連携力を活かした事業内容が展開されていると高く

評価できます。父親参加者からの声(「着替えの間仕切りをしっかりして欲しい。」)を迅

速に解決し,参加者が快適に過ごせる揚を目指す姿勢は効率的な事業展開ができていると評

価できます。また,育児不安を抱える親子を団体が家庭支援センターと連携し個別相談支援

を行うことができており,担当課が連携支援をしっかり行っていることがよくわかり効果的

な事業展開ができていると評価できます。

○課題 引続き,団体・担当課・連携機関と連携し効率的な事業展開をされることを期待し

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?

○成果 事業企画内容をよく検討され,実施回数を増やすことにより,参加者数も増え良質

な成果が生まれています。また,昨年度に引続き利用者が「ねこの手クラブ」を経て団体ス

タッフの一員となったことは地域貢献や仲間づくりの揚の提供として良質な成果であると高

く評価できます。また土曜日利用の父親参加が83人(昨年度58人),イベント参加父親

25人(昨年度23人)と増加しており,父親への育児応援と仲間づくりの支援の揚として

良質な成果であると高く評価できます。

○課題 今後も事業を実施するなかで,市民を育てる観点を持って実施いただくことを希望

します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

狭隘な揚所で事業を実施されることに関し,団体・担当課とも大変工夫をされたうえで事

業実施されていることに感謝じます。昨年度も指摘しましたが,団体スタッフの休憩スペー

スや事業記録を作成する揚の確保について,担当課より施設管理者へ早急に相談し,事業実

施日のみ一部他の揚所を提供してもらえるよう労働環境の改善を強く求めます。

全体的な評価等記述欄

昨年度要望したアンケート調査設計を報告書に添付され,審査会として調査内容を把握す

ることができました。

団体がイベント開催に尽力され,多くの参加者があったことや新規参加者や父親参加が増

加していることは,この事業が子育てを支えあう揚づくりとなっていると高く評価できま

す。事業実施揚所として施設条件は限りがあり厳しい状況ですが,さらに事業の高みを目指

し展開されることを期待します。また,事業の実施に当たっては,コロナ禍における万全な

感染予防対策を講じることを求めます。



平成31年度実施協イ動事業「審査会]こよる言平fi」
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事業名 5 【公募型】 こくぶんじ青空ひろば事業

実施団体 認定NPO法人 冒険遊び揚の宗

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?

O成果 市内9公園にて,午前は地域の中で孤立しがちな乳幼児と保護者を対象に遊びと

交流ができる揚をつくり,地填での子育てを支え,虐待を防止することもできるまちづく

りを推進していると高く評価できます。午後は放課後の小学生や中学生が安心して過ご

し,子供の身体能力,危険を回避する能力の向上,巽年齢交流,多世代交流を図る揚所と

なるという目標は達成できていると高く評価できます。

○課題 今後とも,団体の特性を活かした事業開催を継続されることを期待します。

(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?

○成果 団体と担当課の細やかな配慮による,年度の事業開始前に全公園の近隣宅への挨

拶が,近隣住民の事業理解促進につながっていると高く評価できます。子とも家庭支援セ

ンターの巡回などとも連携をとり,気がかりな親子に関する情報が共有され,参加者を維

続的に支援する体制が整い,迅速な対応ができ効率的な事業展開が行えたと思われます。

また,公園管理の担当課なとともよく連携じ,事業の実施揚所である公園を安全・安心

に利用できる状態を確保することができたと考えます。

○課題 引続き,担当課,団体,連携機関と連携し効率的な事業展開をされることを期待

します。

(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?

O成果 市民サポーターや中・高生や地域の方のボランティアの参加も多くあり,多くの

市民へ良質な波及効果が生まれていると高く評価できます。また,参加している子どもが

活動に協力し,自分たちでやりたいことを企画するなと市民自治の推進につながっている

と高く評価できます。

○課題 今後も事業を実施するなかで,市民を育てる観点を持って実施いただくことを希

望します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

市の南側地区での事業が開催されておらず,不便をかけている親子がいることが想定さ

れるため,市内パランスよく実施揚所が配置できるよう努力を求めます。

団体側で課題とされている,公園に来られない方々への対応(外国にルーツを持つ方や

何らかの事情により公園に来られない方など)孤立している方々に公園へきてもらう工夫

をするという改善点を団体で上げています。社会の二-ズと課題をしっかりととらえられ

ていると思われます。しかしながら,その対象については,団体や現在の担当課の対応だ

けでは難しいケースもあり,協働を推進していくためには,行政内を横断する部署で取組

むべき内容となります。役割分担として別部署との連携が必須になると思います。担当課

は具体的に想定される別部署との連携を団体とともに慎重に進められることを希望しま

す。



I全体的な評価等記述欄
昨年度要望した,アンケート表を今回資料として添付され,審査介としてアンケート形

態を把握することができました。

事業に参加した市民が市民サポーターとなり,また地tffl住民がボランティアとして参加.

するなと,多世代にわたる市民がこの事業を支え,事業を維続する力となっていると高く

評価できます。今後も多くの新しい担い手を生み出し,子とも達や保護者の方々にとって

よりよい青空ひろば事業となることを希望します。

また,事業の実施に当たっては,コロナ禍における万全な感染予防対策を講じることを

求めます。

1



平成31年度実施協イ動事業「審査会]こよる言平イ而」.

事業名 6 【号募型】国分寺市職員NP○派遣研修業務委託

実施団体

国分寺・協1動を進めるNPO連絡会 ゛

(構成団体:認定NPO法人冒険遊び揚の会/NPO法人ワー

カーズ風ぐるま/NPO法人まちづくりサポート国分寺

協力団体:NPO法人お産サポートJAP△N/美しい用水の

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)事業の目的は達成できたか?

○成果 事業目的の「市職員がNPO活動現揚で活動に参加することにより,NPOの活動

や組織を理解する」という一部の目的は達成できたと評価できますが,その他の目的「業務

におけるNPOとの協働の推進を図る。研修を通じてNPOとの相互理解を深める」につい

ては,残念ながら目標達成に至りませんでした。

○課題 公募型で実施した初年度の新しい内容でありますが,現在の事業内容では,NPO

との協働の推進を図ることやNPOとの相互理解を深めるといろ目標を達成することが難し

いと判断します。3年間実施するなかで団体・担当課や研修参加者も参加し協議の上でより

よい事業内容を検討することを希望します。

(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?

○成果 研修受入先NPO団体との調整を団体が担い,職員課協力のもと行政経験の長い係

長クラスの職員の参加があり,NPO側も協働の意味や意義を者える機会となり,効率的な

事業展開ができたと評価できます。

O課題 引続き相互の連携を行い,効率的な事業を実施されることを期待します。

(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?

○成果 研修生のNPOに対する理解度が深まり,満足度も高く良質な成果が得られたと評

価できます。研修生が研修終了後自らNPOの活動現揚に参加するなと良質な波及効果が

あったと評価できます。

O課題 引続き団体の特性を活かした事業展開が実施されることを期待します。

(4)改善すべき点や今後の課題はあるか?

上記(1)にて述ぺましたが,今回が初年度の新規事業でありますが,現在の事業内容で

は「NPOとの協働の推進を図る」や「NPOとの相互理解を深める」という目標を達成す

には難しいと判断します。例えば,事業内容を協働の基礎研修の内容とするのか,または協

働研修の応用編の内容とするのかなとを明確にするなと,研修生や受入れ団体に混乱が生じ

ないよう,3年間実施するなかで団体・担当課や研修生なども参加の上協議し,よりよい事

業内容を検討することを希望します。



1全体的な評価等記述欄
1

団体と市が協働でこのような職員研修を実施することは,ユニークな取組であり高く評価

できます。しかしながら公募型の1年目に実施した内容は研修受入れNPO側のへの趣旨説

明や目標設定等,多くの課題があり,改善が必要と思われます。実施団体,担当課ともよく

連携をとり試行錯誤のなか事業を実施されています。今後団体,担当課双方で事業内容につ

いて一層工夫をし,よりよい事業となるよう検討することを希望します。

また,事業の実施に当たっては,コロナ禍における万全な感染予防対策を講じることを求

めます。


