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効率的・効果的な事業評価のあり方 
に関する実践的研究 

（２年次） 

岩手県立生涯学習推進センター 
社会教育主事 松川 仁紀 

事業評価の方策 

1 

事業評価の必要性 

・事業の充実・改善を図る 

・外部に対する説明責任を果たす など 

社会教育の分野でも 

事業評価が必要不可欠 

実行（Do） 

評価

（Check） 

改善

（Action） 

計画

（Plan） 

事業評価の方策 

2 

PDCAサイクルの計画と評価 

事業目標に照らし 

価値判断 

事業の結果や 

成果、効果等 

密接な関係 

指標の作成や 

目標値の設定 

調査等による 

データの把握 

事業活動の実態や成果を分析・測定し、実施機関・施設・団体等の 
当該事業目標に照らして、解釈・価値判断を加えること 

事業評価の方策 

3 

アウトプット評価 

アウトカム評価 

事業の結果 

事業の成果や効果 
例えば・・・ 

参加者の意識や行動の変化など 

例えば・・・ 

事業の参加者数など 

両者を、できる限り的確に把握することが求められる 

 



2 

事業評価の方策 

4 

定量的評価 

定性的評価 

量をとらえて評価 

質をとらえて評価 数値化できない評価 

数値化できる評価 

できるだけ数値化し、定量的に評価することが望ましい 

事業評価の方策 

5 

事業評価に関する課題 

習得した知識や技術の活用状況、意識や行動の変容
といったアウトカムについて把握し数値化して示す

方法が確立されていない 

事業評価を実施するための時間や労力等が必要 

事後の状況把握や数値化が難しい 

担当者等の対応が難しい 

事業評価の方策 

6 

課題の解決に向けて 

事業の成果や効果を把握するうえで事業当日及び
その前後など複数の時点で調査を実施することが

有効ではないか 

調査を効率的に行うことができれば、比較的容易 

に事業評価の実施が可能となるのではないか 

事業評価の方策 

7 

研究の目的 

効率的・効果的な事業評価の方法を構築 

市町村等が事業評価を行う際の一助とする 
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事業評価の方策 

8 

効果的な事業評価の捉え方 

事業の結果（アウトプット）と成果や効果（アウトカム）を 

できる限り的確に把握 

定量的評価により 

客観的な数値で示す 

【効果的な事業評価の方策】 

・評価指標と目標値を作成・設定 

・複数の時点で調査を実施 

・調査データからアウトプットとアウトカムを数値で示す 

事業評価の方策 

9 

効率的な事業評価の捉え方 

効果的な事業評価を実施 

するためには・・・ 

・複数回の調査をしなければならず、 

 作業が増える 

効果的な事業評価を実施するうえで 

必要とする作業にかかる負担を軽減 

【効率的な事業評価の方策】 

・調査項目の数を制限 

・集計作業を簡単にするシステムを導入 

・調査方法に汎用性をもたせる 

・時間や労力が必要となり、 

 調査対象者や担当者等の負担が増す 

事業評価の方策 

10 

効率的・効果的な事業評価の捉え方 

事業の結果（アウトプット）と成果や効果（アウトカム）を 

できる限り的確に把握 

定量的評価により 

客観的な数値で示す 

効率的・効果的な事業評価 

効果的な事業評価を実施するうえで 

必要とする作業にかかる負担を軽減 

11 

市町村との共同実践 
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市町村との共同実践 

12 

今年度の新たな取組 

当センターにおける 

大人を対象とした事業 

昨年度の取組をベースに事業評価の方法について検討 

市町村における 

子供を直接対象とした事業 

事業評価の実践を継続 
市町村と連携し共同で 

事業評価を実践 

評価結果・結果の分析 

13 

事業評価の方法（当センター事業） 

14 

事業評価の方法（当センター事業） 

手順１ 
• 事業目標の確認と評価項目の抽出 

手順２ 
• 評価指標の作成 

手順３ 
• 目標値の設定 

手順４ 
• アンケート調査の実施、調査結果の集計、価値判断 

手順５ 
• 結果の分析 

事業評価の手順 計画（Plan）時点の作業 

評価（Check）時点の作業 

事業評価の方法（当センター事業） 

15 

【事業目標】 

 「生涯学習・社会教育関係職員及び有志指導者 

  を対象とした研修を実施し、 

  関係職員の資質の向上と指導者の養成を図る。」 

【評価項目】 

 関係職員の資質の向上と指導者の養成の状況 

事業目標の中から抽出 

手順１ 事業目標の確認と評価項目の抽出 
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事業評価の方法（当センター事業） 

16 

評価指標ⅰ～ⅴを作成し、 

それに対応する目標値ⅰ～ⅴを設定 

評価項目の内容を測定する時の指標 

手順２ 評価指標の作成 

前年度の事業の状況や県のアクションプラン等 

を参考として設定 

手順３ 目標値の設定 

定量的に把握できる評価指標を作成 

募集定員に対する参加者の充足率 

⇒ 100%以上 

事業評価の方法（当センター事業） 

17 

評価指標ⅰ「事業の参加者数」 

事業の目的や内容、募集する対象のニーズ、講師の
意向、使用する会場の状況、前年度までの実績等を
踏まえた定員を基準として設定 

手順２ 手順３ 

事業目的に照らした質問項目に対して 

肯定的な回答をした参加者の割合 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（当センター事業） 

18 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」 

手順２ 手順３ 

参加者が概ね事業目的を達成したと推察される割合

として設定 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 

事業全体の評価に関する質問項目に対し

Ａ「有意義」と回答した参加者の割合 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（当センター事業） 

19 

評価指標ⅲ「参加者の満足度」 

手順２ 手順３ 

県のアクションプランで指標としている内容により
設定 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 
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事業内容の活用状況に関する質問項目に

対して肯定的な回答をした参加者の割合 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（当センター事業） 

20 

評価指標ⅳ「事業内容の活用度」 

手順２ 手順３ 

前年度の当センター調査結果を参考として設定 

【１年次の結果を踏まえた改善点】 
・評価指標ⅳ「事業内容の活用度」の目標値を、
60%以上から80%以上に見直し 

改善点 
① 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 

知識等の実態に関する質問項目に対して

肯定的な回答をした参加者の割合 

⇒ 事業前後で比較したとき増加 

事業評価の方法（当センター事業） 

21 

評価指標ⅴ「参加者の変容」 

手順２ 手順３ 

参加者の知識等の実態がプラスに変容したものと

捉えて設定 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 

事業評価の方法（当センター事業） 

22 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【調査の実施回数と実施時期】 

事業前 事前調査（事業申込時、概ね１か月前） 

事業当日 当日調査（事業当日、実施直後） 

事業後 事後調査（概ね事業２～３か月後） 

【調査対象】 

事前調査 事業の申込者 

当日調査 事業当日の全日程参加者 

事後調査 事後調査の趣旨に同意した者 

改善点 
② 

事業評価の方法（当センター事業） 

23 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【調査内容】 

事前調査 
評価指標ⅴ「参加者の変容」 

に関する質問項目 

当日調査 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」 

評価指標ⅲ「参加者の満足度」 

に関する質問項目 

事後調査 

評価指標ⅳ「事業内容の活用度」 

評価指標ⅴ「参加者の変容」 

に関する質問項目 

同じ内容の 

質問項目 

※ 負担軽減のため１～３項目に数を制限 
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事業評価の方法（当センター事業） 

24 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【１年次の結果を踏まえた改善点】 
・各指標に沿った内容となっているか吟味 

改善点 
③ 

【１年次の結果を踏まえた改善点】 
・回答選択肢の表現を統一 

改善点 
④ 

評価指標ⅴ「参加者の変容」に関する質問項目（例） 

事業評価の方法（当センター事業） 

25 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【調査方法と回収方法】 

事前調査 

エクセルで作成した申込の様式に欄を設け
回答するよう依頼 

メールまたはＦＡＸにより回収 

当日調査 
ＳＱＳで作成した様式に回答を依頼 

実施直後に回収 

事後調査 
ＳＱＳで作成した様式を送付し回答を依頼 

切手貼付済の返信用封筒により回収 

※ ＳＱＳ（Shared Questionnaire System） 

  千葉商科大学政策情報学部 准教授（現 同大国際教養 

  学部教授）久保裕也氏により開発されたオープンソース 

  のアンケート実施支援システム 

事業評価の方法（当センター事業） 

26 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【有効回答について】 

当日 
回答に欠損や不備がなく、すべて得られた

もの 

事前・事後 
どちらの調査においても欠損や不備がなく、

回答がすべて得られたもの 

【集計方法】 

事前 エクセルを使用 

当日・事後 ＳＱＳを使用 

事業評価の方法（当センター事業） 

27 

手順５ 結果の分析 

事前・当日・事後の３時点における調査

の回答を集計し、その結果に基づき成果 

や効果、課題等について分析 
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28 

事業評価の結果と分析 

（当センター事業） 

29 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

事業名 主な対象 

事業１ 子育て支援活動交流研修会 有志指導者 

事業２ 読書ボランティア研修会（センター会場） 有志指導者 

事業３ 読書ボランティア研修会（宮古会場） 有志指導者 

事業４ 家庭教育・子育て支援担当者研修会 職員 

事業５ 子育ち・親育ちサポートサロン（盛岡会場） 有志指導者 

事業６ 子育ち・親育ちサポートサロン（中部会場） 有志指導者 

事業７ 子育ち・親育ちサポートサロン（沿岸南部会場） 有志指導者 

事業８ 子育ち・親育ちサポートサロン（宮古会場） 有志指導者 

事業９ 子育ち・親育ちサポートサロン（県北会場） 有志指導者 

事業10 第１回放課後子ども総合プラン指導者合同研修会 有志指導者 

事業11 第２回放課後子ども総合プラン指導者合同研修会 有志指導者 

事業12 学校支援地域コーディネーター等研修会 有志指導者 

事業13 学校と地域の連携・協働のための研修会 職員 

事業14 子どものまなびを支えるセミナー（センター会場） 有志指導者 

事業15 子どものまなびを支えるセミナー（宮古会場） 有志指導者 

事業16 復興支援セミナー（県北会場） 有志指導者 

ここで取り上げる16事業 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

30 
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評価指標ⅰ「事業の参加者数」は、 

16事業のうち10事業で目標値を上回っている 

10事業で 

充足率100.0%以上 

目標値からみた課題 募集定員からみた課題 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

31 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」は、 

16事業すべて目標値を上回っている 
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16事業すべて 

目標値80%以上 
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事業評価の結果と分析（当センター事業） 

32 

質問項目① 質問項目② 質問項目③ 全体

事業１ 95.1 95.1 95.1 95.1

事業２ 99.4 91.8 96.4 95.9

事業３ 100.0 95.0 - 97.5

事業４ 92.6 74.0 96.3 87.7

事業５ 100.0 100.0 100.0 100.0

事業６ 100.0 100.0 100.0 100.0

事業７ 100.0 100.0 100.0 100.0

事業８ 92.3 100.0 100.0 97.4

事業９ 100.0 100.0 100.0 100.0

事業10 100.0 100.0 - 100.0

事業11 100.0 100.0 - 100.0

事業12 86.4 97.3 97.2 93.7

事業13 94.5 94.5 94.6 94.6

事業14 100.0 100.0 - 100.0

事業15 100.0 87.5 100.0 95.8

事業16 100.0 97.1 - 98.5

事業目的の達成度（%）

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」では、 

各質問項目の肯定的回答がほぼすべて８割超 

質問項目によって 

・Ａ回答＜Ｂ回答 

・Ｃ、Ｄ回答有 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

33 

評価指標ⅲ「参加者の満足度」は、 

16事業のうち10事業が目標値を上回っている 
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10事業で 

目標値80%以上 

Ｃ、Ｄ回答は殆どない 

→ いかにＢ回答を引き上げるかがカギ 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

34 

評価指標ⅳ「事業内容の活用度」は、 

16事業すべて目標値を上回っている 
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16事業すべて 

目標値80%以上 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

35 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

事業１ 30.8 69.2 0.0 0.0

事業２ 49.1 46.4 4.5 0.0

事業３ 60.0 40.0 0.0 0.0

事業４ 33.3 63.0 0.0 3.7

事業５ 85.7 0.0 14.3 0.0

事業６ 100.0 0.0 0.0 0.0

事業７ 83.3 16.7 0.0 0.0

事業８ 55.6 44.4 0.0 0.0

事業９ 14.3 85.7 0.0 0.0

事業10 73.0 23.8 3.2 0.0

事業11 53.8 43.6 2.6 0.0

事業12 33.3 63.3 3.3 0.0

事業13 34.8 56.5 4.3 4.3

事業14 22.2 77.8 0.0 0.0

事業15 26.7 53.3 20.0 0.0

事業16 43.2 48.6 8.1 0.0

事業内容の活用度（%）

評価指標ⅳ「事業内容の活用度」について、 

事業によって活用の時期に差がある 

事業によって 

調査の時期を 

考える必要が 

ある 



10 

事業評価の結果と分析（当センター事業） 

36 

評価指標ⅴ「参加者の変容」は、 

16事業のうち11事業がプラスとなっている 

質問項目① 質問項目② 質問項目③ 全体

事業１ 19.2 0.0 15.5 11.5
事業２ -8.2 -2.8 - -5.5

事業３ -40.0 0.0 - -20.0

事業４ 48.2 18.5 22.2 29.6
事業５ 0.0 0.0 0.0 0.0

事業６ 0.0 0.0 40.0 13.3
事業７ -16.7 16.7 33.4 11.1
事業８ -22.2 11.0 22.3 3.7
事業９ 14.2 0.0 -28.6 -4.8

事業10 0.0 -1.5 -3.3 -1.6

事業11 15.3 18.0 - 16.7
事業12 33.3 -13.3 3.4 7.8
事業13 -0.1 13.1 17.4 10.1
事業14 11.1 33.3 - 22.2
事業15 73.3 53.3 - 63.3
事業16 2.8 5.4 - 4.1

参加者の変容（ポイント）

11事業で 

プラスの変容 

質問項目の数 

を制限 

 ↓ 
変容の増減に 

関して要因を 

明確に示すの 

は難しい 

37 

事業評価の方法 

（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

38 

遠野市「放課後子ども教室推進事業」 

○小学校１年生から６年生まで全学年の児童が対象 

○内容は子供の学習支援 

○市内11小学校区すべてに「放課後子ども教室」を 

 開設 

⇒ 遠野市と連携し、共同で実践 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

39 

【事業目標】 

 「市内の児童を対象に放課後の居場所を確保しつつ、 

  地域住民の参画による学習支援を実施し、 

  学習環境の向上に取り組む。」 

【評価項目】 

 学習環境の向上の状況 

事業目標の中から抽出 

手順１ 事業目標の確認と評価項目の抽出 
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計画に対する事業の実施率 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

40 

評価指標ⅰ「事業の実施数」 

事業が概ね計画に沿って遂行されたと推察される 

割合として設定 

手順２ 手順３ 「評価指標の作成」「目標値の設定」 

事業目的に照らした質問項目に対して 

肯定的な回答をした参加児童の割合 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

41 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」 

手順２ 手順３ 

参加児童が概ね事業目的を達成したと推察される 

割合として設定 

「評価指標の作成」「目標値の設定」 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 

事業全体の評価に関する質問項目に対し

肯定的な回答をした参加児童の割合 

⇒ 80%以上 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

42 

評価指標ⅲ「参加児童の満足度」 

手順２ 手順３ 

参加児童が概ね事業全体に対して満足したと推察 

される割合として設定 

「評価指標の作成」「目標値の設定」 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 

質問項目に対して肯定的な回答をした 

参加児童の割合 

⇒ ２時点で比較したとき増加 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

43 

評価指標ⅳ「参加児童の変容」 

手順２ 手順３ 

参加児童の意識や行動、状況等がプラスに変容 

したものと捉えて設定 

「評価指標の作成」「目標値の設定」 

※ 回答選択肢は４段階（高評価Ａ←→Ｄ低評価） 
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事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

44 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【調査の実施回数と実施時期】 

事業開始 

時点 
第１回調査（１学期末） 

事業終了 

時点 
第２回調査（２学期末） 

【調査対象】 

第１回・ 

第２回調査 
11小学校に在籍する全児童1,231名 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

45 

手順４ アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

【調査内容】 

第１回 

調査 

評価指標ⅳ「参加児童の変容」 

に関する質問項目 

第２回 

調査 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」 

評価指標ⅲ「参加児童の満足度」 

評価指標ⅳ「参加児童の変容」 

に関する質問項目 

同じ内容 

※ 負担軽減のため１～３項目に数を制限 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

46 

「放課後子ども教室」アンケート 

・先生方に低学年の子供に対して読みあげをお願い 

・質問項目の漢字にはふりがなをつける 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

47 

「放課後子ども教室」アンケート 

・第１回アンケート質問項目（１）～（３） 
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事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

48 

「放課後子ども教室」アンケート 

・第１回アンケート質問項目（４）～（６） 

評価指標ⅳ「参加児童の変容」に関する質問項目 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

49 

【調査方法と回収方法】 

２調査 
調査の様式をＳＱＳで作成 

各校教職員の協力のもと実施・回収 

手順４ 

【有効回答について】 

２調査 
欠損や不備がなく、回答がすべて得られ

たもの 

【集計方法】 

２時点調査 ＳＱＳを使用 

アンケート調査の実施、調査結果の集計、 

価値判断 

事業評価の方法（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

50 

手順５ 結果の分析 

第１回・第２回の２時点における調査の 

回答を集計し、その結果に基づき成果や 

効果、課題等について分析 

51 

事業評価の結果と分析 

（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 
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事業評価の結果と分析（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

52 

遠野市「放課後子ども教室推進事業」の評価結果 

評価指標ⅰ 評価指標ⅱ 評価指標ⅲ 評価指標ⅳ

実施数

（実施率）
達成度 満足度 変容

目標値 80.0% 80.0% 80.0% 第２回に増加

集計結果 98.4% 83.1% 97.4% 10.9%

評価結果

すべての評価指標で 

目標値を上回っている 

事業評価の結果と分析（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

53 

評価指標ⅰ「事業の実施数」の結果と分析 

計画数 実施数 実施率

493日 485日 98.4%

事業の実施率

放課後の児童にとって 

安心して学習できる居場所の確保 

事業評価の結果と分析（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

54 

評価指標ⅱ「事業目的の達成度」の結果と分析 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

質問項目① 56.2 26.2 10.9 6.7

質問項目② 55.5 28.2 12.0 4.3

n=751

事業目的の達成度（%）

参加児童の学習の習慣化 

にプラスとなっている 

評価指標ⅱ

達成度

目標値 80.0%

集計結果 83.1%

評価結果

事業評価の結果と分析（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

55 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

集計結果 78.8 18.6 1.9 0.7

n=751

参加児童の満足度（%）

評価指標ⅲ「参加児童の満足度」の結果と分析 

８割に迫る参加児童が 

Ａ回答の高評価 

評価指標ⅲ

満足度

目標値 80.0%

集計結果 97.4%

評価結果
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事業評価の結果と分析（遠野市「放課後子ども教室推進事業」） 

56 

評価指標ⅳ「参加児童の変容」の結果と分析 

第１回（%） 第２回（%）
第２回-第１回

（ポイント）

質問項目① 86.3 92.3 +6.0

質問項目② 52.8 66.4 +13.6

質問項目③ 58.7 71.8 +13.1

n=584

各質問項目における肯定的回答の割合と２時点の差

児童にとって安心して学習
できる環境 

特に児童同士の関わり合い
にプラスの影響 

57 

事業評価の方法に関する成果と課題 

事業評価の方法に関する成果と課題 

58 

・事業の結果（アウトプット）と成果や効果（アウトカム） 

 をできる限り捉えた定量的な事業評価に向けて、 

 評価指標と目標値を作成・設定 

効果的な事業評価の方策 

・把握が難しいアウトカムの情報を得るため、複数 

 の時点で調査を実施 

・アウトプットとアウトカムを数値で示し、目標値 

 と比較して評価 

59 

① 事業の事前または開始時点における 

  参加者の実態を把握し、事業運営に 

  活用可能なデータを得た 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効果的な事業評価の方策について【成果】 

事前 事業当日 事後 

開始 事業 ・・・ 事業 終了 

参加者の 

実態把握 

事業の運営に活用 
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60 

② 事業の当日または終了時点における 

  参加者の事業目的の達成状況を把握 

  した評価を可能とした 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効果的な事業評価の方策について【成果】 

事前 事業当日 事後 

開始 事業 ・・・ 事業 終了 

事業目的の達成状況を把握 

61 

③ 事業２～３か月後の活用状況を把握 

  し、事業内容の活用度について評価 
  することができた（当センター事業） 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効果的な事業評価の方策について【成果】 

事前 事業当日 事後 

事業内容の活用状況を把握 

62 

④ 事業の事前・事後または開始・終了 

  の各時点における調査結果を比較し 

  参加者の変容を把握できた 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効果的な事業評価の方策について【成果】 

事前 事業当日 事後 

開始 事業 ・・・ 事業 終了 

参加者の変容を把握 

調査結果を比較 

調査結果を比較 

63 

⑤ 事業の結果（アウトプット）と成果や 

  効果（アウトカム）を数値化し、より 

  適切で客観的な事業評価が実施できた 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効果的な事業評価の方策について【成果】 
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事業評価の方法に関する考察 

64 

・調査項目の数を制限 

効率的な事業評価の方策 

・調査で得られたデータの集計作業等を簡単にする 

 ＳＱＳを活用 

・調査方法に汎用性をもたせる 

65 

① 調査項目の数を制限したことにより、 
  調査対象者や事業担当者等の負担を 
  軽減できた 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効率的な事業評価の方策について【成果】 

66 

② 得られたデータの集計等を簡単にする 
  ＳＱＳの活用により、必要とする作業 
  の効率化を図ることができた 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効率的な事業評価の方策について【成果】 

67 

③ 調査方法に汎用性をもたせ、他の事業 
  にも活用可能とした 

事業評価の方法に関する成果と課題 

効率的な事業評価の方策について【成果】 
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68 

今後の検討すべき点 

○ 各時点の調査やそれに基づく事業評価の結果を、 
  当日の事業運営や次年度事業の計画に活かすこと 

○ より適切な質問項目の内容や数について、さらに 
  検討を加え、精査したうえで設定すること 

○ 事業の形態や内容、対象等により、調査の回数や 
  実施時期を検討すること 

事業評価の方法に関する成果と課題 


