
わたしをつくる、仕事をつくる、
社会をつくる。

NPO法人参画プラネット常任理事

名古屋市男女平等参画推進センター・副センター長

伊藤静香

男女共同参画を進めるための評価



今日、お伝えしたいこと

■男女共同参画政策と施設の関係

■参画プラネットと指定管理者事業の関係性

■参画プラネットの評価とは？



男女共同参画政策と施設の関係

■1999年 男女共同参画社会基本法 制定
・地方自体は、基本理念に基づいて、男女共同参画社会づくり

のための施策に取り組まなければならない。

→施策実施の拠点施設として男女共同参画センターが各自治
体主導で設置された。

■2010年 第3次男女共同参画基本計画
・拠点施設の機能の充実・強化が明記された。



全国の男女共同参画／女性センター

３９０館（国立女性教育会館データベース Ｈ24.10現在）

• 女性を主な対象として、女性の地位向上・男女共同参画社
会推進等を目的として各種の研修・交流・情報提供・相談等
の事業を行っている施設。

• 女性団体・グループ等の活動の拠点として、女性の資質・能
力の開発や知識・技能の向上を図ることを主たる目的として
設置された施設。

• 指定管理者制度を導入し、公設民営・民設民営の施設は、

93館



参画プラネットと指定管理者事業の関係性は？

■NPO法人参画プラネット：紹介

→法人パンフレット「2012」／参照

■名古屋市男女平等参画推進センター：紹介

→パンフレット／参照



NPO法人参画プラネット：組織図

1.管理運営事業

事務局

人材開発部

参画研究所

理事会

2.男女共同参画推進事業

3.女性の活躍支援事業

4.政策提案事業

5.情報発信事業

6.保育事業

7.災害と女性関連事業

8.ＮＳＲ事業

指定管理者事業



指定管理者事業

①企画事業
・市民交流事業
・実践講座

運営協議会

外部評価委員会

外部委託
・警備
・清掃
・空調
・エレベーター
・消防設備
・電気関係

人材創出
セクター
・研究
・能力開発

・インターン
シップ受け
入れ

センター長

副センター長

副センター長

副センター長

③施設管理
・インフォメーション
・貸室等管理

在
宅
業
務

②情報発信
・ウエブサイトの運営
・「つながれっとクラブ」

運営



参画プラネットと指定管理者事業の関係性は？

■参画プラネットが「望む社会」
＝「男女平等参画なごや条例」「男女平等参画計画」

■参画プラネットが実現したい事業
＝名古屋市の指定管理者応募要項で描かれた事業

■参画プラネットが選定に応募
＝名古屋市が選定

■参画プラネットが実現する事業
＝名古屋市との協定、仕様書に則る



参画プラネットと評価の関係

■市民主体の視点

市民にとって男女平等参画を進めるための評価

市民に対して公開し、制度として実施

■評価する立場の経験者がいる

・名古屋市の外部評価委員（事務事業評価)

・他市の指定管理者選定員

■評価の専門的な知識の保有者がいる

・3人（まもなく4人）の評価士



参画プラネットが実施している評価

１ 指定管理者事業に関する評価

（１）名古屋市のルールに則った評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

２ ＮＰＯ組織として行う自己評価



参画プラネットが実施している評価

１ 指定管理者事業に関する評価

（参照 資料 1（評価マップ））

（１）名古屋市のルールに則った評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

２ ＮＰＯ組織として行う自己評価



１ 指定管理者事業に関する評価

（１）名古屋市のルールに則った評価

●自治体男女共同参画課から受ける評価

・男女平等参画審議会の評価

・市の設置する外部評価委員会の評価

●自治体から指定管理者として受ける評価

●自治体から受ける行政評価

●監査



参画プラネットが実施している評価

１ 指定管理者事業に関する評価

（１）名古屋市のルールに則った評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

２ ＮＰＯ組織として行う自己評価



１ 指定管理者事業に関する評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

●内部評価：量的評価、質的評価

●指定管理者が設置する

外部評価委員会の評価



参画プラネットの事業と評価の関係

つくる

（専門力）

しこむ

（協働力）

まわす

（運営力）

一般化できない領域 一般化

事業のプロセス（事業実現力）



コンテンツ
→事業の方向性を決定

• 実践研究の基盤

• 専門分野に関する知識
（全国のセンターの事業動向分析）

• 関連分野における白書分析

• 実施事業におけるアンケート分析

• 評価（量的評価／質的評価）

つくる

専門力
（実践研究）



コーディネート
→事業内容の決定

• 内容（テーマ等）の決定

• 対象の設定

• 手法の決定（講演会、ワークショップ、講座、ブックトーク等）

• 講師、パネリスト、ファシリテーター等の調整

• 広報戦略の決定（広報メッセージ、チラシ制作）

しこむ

協働力
（ネットワーク）



ロジスティックス
→事業の実施

• 「企画アイテム」の活用

• 情報発信

• 事業準備、申込対応、安全管理

• 事業実施

• 事業報告（内容報告、アンケート集計等）

まわす

運営力
（企画アイテム）



１ 指定管理者事業に関する評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

●内部評価：量的評価、質的評価

●指定管理者が設置する

外部評価委員会の評価



●内部評価

【量的評価】【量的評価】
選定基準＊に基づき、自治体の事業評価を参考に
５つの評価項目を設定
（１）公共性の担保
（２）平等参画推進の達成
（３）事業計画の達成
（４）管理経費の縮減
（５）平等参画推進の専門性

＊指定管理者の選定基準
①市民の平等利用が確保されていること
②センターの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること
③事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること



【量的評価】

（１）公共性の担保

「より多くの市民利用」の視点から

＜指標＞

・利用者数

・セミナー室等使用率



【量的評価】

（２）平等参画推進の達成

平等参画の推進のための市民交流事業の

企画運営という視点から

＜指標＞

・事業の充足率

・満足度



【量的評価】

（３）事業計画の達成

協定書に基づく事業計画の達成率

＜指標＞

・事業収支比率（収入／支出）

・参加費

・実施事業数（事業・展示）

・講座定員充足率

・講座満足度



【量的評価】

（４）管理経費の縮減

＜指標＞

参加費と事業費の関係

・「受益者負担」を取り入れ参加費（基本的に
500円）を徴収。事業費と参加費の差額は、

指定管理料（公費）で賄っていることになる。



【量的評価】

（５）平等参画推進の専門性

選定基準である「事業計画書に沿った管理を
安定して行う物的および人的能力を有してい
ること」に対応する指標

・講師活動、研究活動、審議会委員としての実績、

各自治体からの男女共同参画推進事業受託の数

Ｅｘ．2009年の実績として、講師派遣の依頼 79件
研究活動 13事例、審議会議員を務める事例 11件
資格取得の事例 2事例、受託事業 11件



量的評価のまとめ

評価項目 指標 評価基準 2006年度 2007年度 2008年度

公共性の
担保

利用者数
増加率 Ｓ：100％以上

Ａ：80％以上

Ｂ：60％以上

Ｃ：40％以上

Ｄ：30％以上

Ｅ：30％未満

Ｓ Ｓ Ｓ

セミナー室
利用率

Ｂ Ｂ Ｂ

平等参画推
進の達成

定員充足率 Ａ Ｓ Ａ

満足度 Ａ Ｓ Ｂ

事業計画の
達成

事業収支 Ａ Ａ Ｓ

参加費 Ａ Ｓ Ａ

事業実施数 Ｓ Ｓ Ｓ

管理経費の
縮減

参加費
／事業費

Ａ Ｓ Ｓ

林やすこ作表『プラネットの軌跡2009』より



●内部評価

【質的評価】

センター設置の基本構想に示されている

事業コンセプト＊を基盤に

新しい指標づくりを実験的に行っている。
参照『プラネットの軌跡2007～2009』

＊事業コンセプト

①気づきをつくり、市民一人ひとりに自立を支援する。

②人や情報をつなげ、女性と男性、市民、行政、企業のパートナーシップを促進する。

③地域からの男女共同参画を目指し、未来を紡ぐ。



１ 指定管理者事業に関する評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

●内部評価

●指定管理者が設置する

外部評価委員会の評価



２ 指定管理者事業に関する評価

●指定管理者が設置する

外部評価委員会の評価

・税理士、弁護士、学識者による外部評価委員会
の設置

・外部評価委員からのコメントは

『プラネットの軌跡』で市民に公表

参照 『プラネットの軌跡2006～2009』



参画プラネットが実施している評価
１ 指定管理者事業に関する評価

（１）名古屋市のルールに則った評価

（２）指定管理者が独自に行う評価

２ ＮＰＯ組織として行う自己評価



２ ＮＰＯ組織として行う自己評価

男女共同参画の推進という

団体の目的を意識して

長期的な視点で活動のアウトカムを評価

（資料３ 参照）

・専門的なコンサルタントによる研修を実施し、

目標を設定



２ ＮＰＯ組織市として行う自己評価

例 目標の分野

１ 人材育成（エンパワメント）

２ 男女共同参画分野での独自のコンテンツ作り

３ 男女共同参画に関する政策提言

４ 助成金獲得

５ 情報発信

６ 連携



男女共同参画を推進するＮＰＯとして

市民主体の視点に立って

市民に対して

制度として掲げ

『プラネットの軌跡』において公表



評価は社会の改善活動である

男女共同参画政策を推進する

評価システムの構築プロセスを通して

新たな社会的課題の解決へ
（参照 資料2）
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・高橋由紀2010年「男女共同参画推進のための拠点施設における評価」

『公共部門の評価と管理』晃洋書房

・『プラネットの軌跡2006』2007年（特活）参画プラネット

・『プラネットの軌跡2007』2008年（特活）参画プラネット

・『プラネットの軌跡2008』2009年（特活）参画プラネット

・『プラネットの軌跡2009』2010年（特活）参画プラネット

・林やすこ2012年「施設評価と政策評価－名古屋市を事例として」

『日本評価学会春季第9回全国大会発表要旨集録』

・（独）国立女性教育会館 女性関連施設データベース

ＵＲＬ http://winet.nwec.jp/sisetu/



わたしをつくる、仕事をつくる、社会をつくる。

ＮＰＯ法人参画プラネット

URL http://sankakudo.net/

Email info@sankakudo.net



 

 

 

 

（総務局）名古屋市男女平等参画推進室 

  

 男女平等参画推進条例なごや 

 プランなごや 21 

 進捗状況報告書 

男女平等参画審議会 

 市長からの諮問「条例の実効性を確保するための総合的

施策の推進」→2004 年答申「男女平等参画先進都市を目指

して」 

「プランなごや 21 に基づく取り組みの評価と新プランに向

けた基本的方向性について」「新プラン策定に向けて」 

指定管理者選定委員会 (外部評価委員会) 

 応募要項、申請書類審査、ヒアリング、総合評価 

 評価（第 2 期 平成 22 年より実施） 

行財政改革 指定管理者評価 

※ 指定管理者制度導入施設の管理運営状況の点検・評価 

年度評価・期間を通じた評価を実施、公表 

 

行財政改革：行政評価（名古屋市行政評価委員会） 

特徴：平成 14 年より実施 

 事務事業評価：すべての事務事業を対象。客観性を高めるために外部評価を導入。 

        ｾﾝﾀｰの施設評価は、平成 19 年に実施 

 施策評価  ：名古屋市新世紀計画２０１０第 2 次実施計画の施策を対象として、 

        17 年度に「市民満足度」「実施計画の数値目標達成の進捗状況」及   

        び「都市比較」の視点から実績評価を実施 

 平成 23 年  新たな行政評価の概要 

監査  種別：公の施設の指定管理者監査  対象：参画プラネット 

期間：平成 20 年 11 月 28 日から平成 21 年 5 月 8 日 

名古屋市男女平等参画推進ｾﾝﾀｰ 

 

指定管理者 

ＮＰＯ法人 参画プラネット 

事業報告書 

基本協定・年度協定 

事業報告書提出 

評価自己点検表提出 

ヒアリング・調査 

指定管理者 年度評価 

自己評価 

外部評価委員会 

 外部評価を実施 

  コメントを公表 

【資料１】 

評価マップ（名古屋市）  

Copyright © Hayashi Yasuko  2010-2012  

 



【資料 2】 

 

ＮＰＯを取り囲む各種関係者と評価の取り組みマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （田中弥生『ＮＰＯ新時代 市民性創造のために』を参考に筆者が作成） 

 

 

 

 

（田中弥生『ＮＰＯ新時代 市民性創造のために』を参考に筆者が作成） 

                             Copyright© Hayashi Yasuko 2009－2012 

 

市民 

企業・市民 
NPO 法人ほか 

市民団体 

助成団体 

 

参画プラネット 

「惑星プロジェクト」 

Ｐ 
Ｄ 

Ｃ 
Ａ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

ルールに基づき自己評価 

外部評価委員会 

情報公開：ＨＰ 

年次報告書『プラネットの軌跡』 

名古屋市 

 

ニーズの顕在化 

新たな事業へ 

企画提案 

助成金 

評価結果公表 

・報告書に基づきチェック 

・監査 

報告書提出 

参加 

協働市場（社会） 

寄付 共催 

A 

講師派遣事業 

女性の活躍推進事業 

NSR 事業 



（資料 3）  ２０１０年目標に対する成果（２００９version) 

 

 

分   野 具体的目標 達成度 

（１）人材育成 

（エンパワメント） 

 

社会参画意識を持った３０代女性の参加を３

人増やす 

◎ ：４人の３０代女性の参加があった【市民力※１】 

事業コーディネーターを５人育成する 

 

◎ ：５人が事業コーディネーターとして自立 

【組織安定力：人材育成※２】 

メンバーがそれぞれ強みを持ち、各分野で必

要な人材となる。 

 

◎：研究分野へのチャレンジ（ステップアップ ）資格取得、

論文執筆、書籍出版等。資格取得後転職・兼職。学会発表。

大学院入学 

【社会変革力：専門性※３／組織安定力：人材育成※4】 

（２）男女共同参画

分野での独自のコン

テンツづくり 

 

名古屋市男女平等参画推進センターの指定管

理 

◎：第１期指定管理者事業を無事終了。第２期指定管理者と

して選定される。【社会変革力：課題認識※5方法※6】 

トライアルワークを実施し、定着化する。 

ロールモデルの輩出。 

 

◎ ：キャリア発見塾として定着。１期、２期を実施し、 

ロールモデルを輩出する。新しい事業に組み込まれ、発展。

【社会変革力：課題認識※7方法※8】  

「新しい働き方」の実践 

 

 

○：ジョブディスクリプションの明確化等が進み、カスタ

マイズされた働き方として定着。次のステップへ 

【社会変革力：課題認識※9方法※10】  

（３）政策提言 男女共同参画に関する政策提言を三つする。

【社会変革力：課題認識】 

①課題解決のプログラム開発（独自のコンテ

ンツ） 

②研究分野からの発信、実践研究の枠組みづ

くり 

 

③自治体の施策への反映 

○：今後の展開に期待 

①○：独自のコンテンツづくりが進んでいる 

【社会変革力：方法※11】 

②○：取り組む内容・メンバーが拡がり、各分野での報告や

学会発表、執筆等で発信を続けている。 

『女性たちの大学院』発行『プラネットの軌跡』の他論文への引用

【社会変革力：課題認識※12】  

：自治体からの委託事業で政策提案に関わることができた。

【社会変革力：※13】  

（４）助成金獲得 ①助成金申請に取り組むことができる人材を

育成する 

②助成金を獲得する 

 

①○：助成金申請に取り組むことができる人材を育成する

ための研修会を実施し、育成。【組織安定力：人材育成※14】  

②◎：５団体より助成金獲得。実績増加   

収入に占める割合：７％（２５０万円） 

【組織安定力：収入多様性と規律※15】  

（５）情報発信 

【社会変革力：アド

ボカシー※16】 

参画プラネットＨＰアクセス数を月平均２倍

に増やす（６００→１２００） 

○：アクセス数：１５１０（総数５１，０８１）（2010年 4

月末日現在）ＨＰの充実は、講師派遣や委託事業の依頼につ

ながった。 

 チャレンジデスクのウェブサイトの充実 ○：取り組み中 

（６）連携 

【社会変革性：能力

（ﾈｯﾄﾜｰｸ）※17】 

他地域で指定管理者となっているＮＰＯとの

連携。 

○：指定管理者を担うＮＰＯ法人のプラットホームフォー

ラム継続 

地域・大学との連携 ○：取り組み中 社協、大学等とのつながりができた。 
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