
まちづくりパートナーによる「協働事業」
平成20年度事業評価結果・
平成21年度事業審査結果をお知らせします
　「まちづくりパートナーズ基金」を財源として活用し、市民公益活動団体と市が対等なパートナーとして連
携・協力して取り組む「協働事業」として、昨年度は６団体から提案のあった７事業が実施されました。
　事業完了後、まちづくりパートナーによる自己評価、市役所事業担当グループによる評価、協働事業評価委
員による評価を行ったところ、別表の評価結果となりました。また、平成21年度事業として、６団体から８
事業の提案があり、いずれも採択されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　市役所地域政策グループ　☎52―１１１１(内線328）
平成２１年度「協働事業」採択結果

平成20年度「協働事業」評価結果

※評定区分

評価によって、継続が望ましいと判定された事業は、３年度に限り継続事業として実施することが可能。

※評定区分
評点 交付金算定基準

Ａ（80点以上） 交付対象経費の10分の10の額
Ｂ（60点以上80点未満） 交付対象経費の10分の８の額
Ｃ（50点以上60点未満） 交付対象経費の10分の５の額
Ｄ（50点未満） 不採択

提案
番号

採択・
不採択 事業名称 まちづくりパート

ナー（団体名） 内容 評定
区分 事業費（円） 交付金の額

（円）

1 採択 おやじの会ふれあい交
流会事業（再提案）

港小学区おやじ
の会 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 1,490,000 1,000,000

2 採択
緊急時通報システムの
構築・運用事業及び南
中学校区防犯パトロー
ル事業 （再提案）

港小学区おやじ
の会 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 600,000 600,000

3 採択
人形小路の本気でま
ちづくり事業 （再
提案）

人形小路の会 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 2,750,000 1,000,000

4 採択
人形小路 みんなで
まち育て事業－人の
輪（和）拡大作戦－ 
（新規）

人形小路の会

先人たちが築き上げた伝統文化
「吉浜細工人形」を基軸に、わが
まちへの誇り・愛着が高まるよう
人材育成や文化伝承を進め、環境
整備やおもてなしの心の醸成とい
った集客・交流基盤を創りあげる。

Ａ 1,248,000 1,000,000

5 採択 ｢美しい海をふたた
び」事業 （再提案） 渡し場かもめ会 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 767,500 300,000

6 採択
次世代子ども育成事
業　きずな勉強会 
（再提案）

高浜（まち）づく
り市民会議 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 700,000 630,000

7 採択 飛翔の会　ふれあい
交流事業 (新規） 飛翔の会

地域と連携したふれあい事業・活
動を通して、子どもたちに多くの
出会いを体験させ、大人同士の知
り合いを増やし、地域ぐるみで、
たくましく心豊かな次代を担う子
どもたちの健全育成を図る。

Ａ 1,032,000 863,000

8 採択 明るい町・安全な町づ
くり事業 （３年目） 春日町町内会 平成２０年度とほぼ同様 Ａ 1,102,910 1,000,000

計 9,690,410 6,393,000

採択
番号 事業名称

まちづくり
パートナー
(団体名)

内　容 Ｈ２０年度
事業決算額

Ｈ２０年度
交付金額 評点 評定

区分
事業
継続
有無

１
明るい町・安全
な町づくり事業 
（２年目）

春日町町内
会

町民全体の協力により、地域交流の
場の創出（大山緑地・千本桜ライト
アップ）と犯罪を寄せ付けないまち
づくりを推進する。

1,102,910 1,000,000 99.4 Ａ 継続

２
おやじの会ふれ
あい交流会事業 
（３年目）

港小学区
おやじの会

世代間交流および児童の健全育成を
図るため、地域住民が協力し児童の
居場所づくりとなる「ふれあいサン
デー活動」、「地域交流・盆踊り大会」、

「餅つき大会」、「親子パン作り教室」
などを開催。

1,451,775 1,000,000 100 Ａ 再提案

３

緊急時通報シス
テムの構築・運
用事業及び南中
学校区防犯パト
ロール事業 
（３年目）

港小学区
おやじの会

児童の安全な環境を確保するため、メ
ールマガジンシステムにより小中学
校の保護者向けのメールマガジンを
構築し、不審者情報等を通報する「緊
急通報システム」を確立・運用する。
また、南中学校区域において地域住民
による学区内防犯パトロールを実施。

833,330 820,000 97.8 Ａ 再提案

４
人形小路の本気
でまちづくり事
業 （３年目）

人形小路の
会

県無形文化財「吉浜細工人形」の伝
承および「まちの賑わい、人とのふ
れあい、地域の元気」を創出するた
め、細工人形を展示する人形小路を
活用した地域づくりイベントを実施。

3,497,319 1,000,000 99.7 Ａ 再提案

５
｢美しい海をふた
たび」事業 
（３年目）

渡し場かも
め会

海の環境美化啓発、地域にある
海岸の美化および住民間・世代
間交流を図るため、芳川町海岸
線全域の海岸清掃ならびに海に
親しむイベントを実施。

776,500 300,000 99.1 Ａ 再提案

６
次世代子ども育
成事業　きずな
勉強会
（３年目）

高浜（まち）
づくり市民会
議

次世代を担う子どもたちの健全育成
を図るため、児童心理などを学ぶ勉
強会の開催や、中高生の企画立案に
よるイベントを実施。

852,800 630,000 94.4 Ａ 再提案

７

「エコバック普
及×レジ袋等削
減＝ごみ減量＋
環境美化」事業 
（１年目）

高浜市商工
会女性部

市民や事業所に対して４Ｒ意識（リフュ
ーズ、リデュース、リユース、リサイクル）
を啓発し、マイバック持参運動を推進す
ることにより、ごみ排出量の削減を図る。
また、エコバックと引き換えに収集した
家庭内不用品を、地域のイベント時にバ
ザーを開催して販売し、その売上金を花
苗・種配布事業に投入し、環境美化を図る。

1,229,979 566,000 90.5 Ａ

計 9,744,613 5,316,000 

評点 評価 次年度の交付金
算定基準

Ａ（80点以上） 期待された成果を十分達成しており、次年度以降も継続して実施するこ
とが望ましい事業

交付対象経費の
10分の10の額

Ｂ（60点以上80点未満）期待された成果を一応達成しており、次年度以降も継続することを可とするが、
事業内容の一部見直しを行うことで、より成果が見込めると認められる事業

交付対象経費の
10分の8の額 

Ｃ（50点以上60点未満）
期待された成果を十分達成していないものの、一定の成果が認められるため、
次年度以降も継続することを可とするが、事業の廃止を含め、事業内容の大
幅な見直しを行うことで、より高い成果が見込めると認められる事業

交付対象経費の
10分の5の額

Ｄ（50点未満） 期待された成果が達成されないため、廃止することが適当な事業 不採択
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