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1．第三者モニタリングの概要 

（１）第三者モニタリングの目的 

指定管理者制度は、「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経

費の節減等を図ること」を目的として、平成 15 年の地方自治法改正により創設され

た制度です。 

制度の創設以降、全国の自治体で多くの施設に指定管理者制度が導入されてきまし

たが、施設の設置目的に合致しない運営が行われたり、経営不振により指定管理者が

撤退したりと、さまざまな問題も明らかになってきています。 

こうした状況を踏まえ、各自治体は、これまで以上に「住民サービスの質の向上」、

「施設の設置目的の達成」という観点を重視して、指定管理者制度を運営していくこ

とが求められています。 

施設の設置者としての責任を自治体が果たしていくためには、指定管理者による施

設の運営状況について、的確な「評価・モニタリング」を実施することが必要です。

そのため、川越市では、年度ごとに指定管理者自らと市の双方によるモニタリングを

実施し、施設の設置目的や事業計画に沿った運営が実施されているかの評価・点検を

行ってきました。この第三者モニタリングは、指定管理者と市が実施するモニタリン

グに加えて、第三者の中立的・専門的見地から指定管理者制度対象施設の点検評価を

行い、より満足度の高いサービスの提供や施設管理を実現することを目的としていま

す。 

 

（２）第三者モニタリングの位置づけ 

「川越市指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」では指定管理者のセ

ルフモニタリング、市のモニタリング及び第三者モニタリングについて次のとおり定

めています。 

 

 ・指定管理者によるセルフモニタリング 

   指定管理者は、利用者数、苦情の件数、利用料金等の収入状況、自主事業の実施

状況、定期点検・清掃の状況、光熱水費等の使用実績、苦情とその対応状況等につ

いて、日々記録し報告書にまとめ、毎月終了後に市の所管課へ提出する。また、利

用者の意見や要望を把握するため、定期的に利用者アンケートを実施し、結果を施

設管理運営に反映させるとともに、市に報告を行う。 
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 ・市のモニタリング（事業報告書の確認） 

   施設所管課は、定期的報告や指定管理者自己評価報告書等に基づき事業報告書の

内容を確認・検証し、必要に応じて指定管理者に対しヒアリングを実施する。その

結果に基づき「検証結果報告書」を作成し、市長及び議会へ報告を行う。 

 

 ・第三者モニタリング 

   指定管理者による公の施設の管理･運営に係る評価を、中立的・専門的見地から検

証し、より住民満足度の高いサービスを提供することを目的とする。 

 

（３）評価の視点 

第三者モニタリングは、協定・仕様書等で目標としている施設の管理運営水準等の

達成状況の確認を基本として、施設の特性に応じて運営状況・サービス・収支状況等

に関する評価についても実施しました。 

評価にあたっては、行政でも指定管理者でもない第三者機関としての客観的な視点

から、公正な評価を行い、また、利用者である市民の目線に立った調査を実施し、利

用者サービスの向上に資するよう努めました。なお、評価は川越市が指定する「指定

管理者モニタリング項目」で定められた以下の項目について実施しています。 

 

＜指定管理者モニタリング項目＞ 

モ ニ タ リ ン グ 項 目 

１ 利用者サービスの向上 

① 利用者アンケート等の実施と対応（アンケートの実施、調査結果の分析、課題への対応）

② 意見・要望の受付と対応（受付方法、苦情解決の仕組み、仕組みの周知、対応、対応策   

   の利用者への開示） 

③ 施設利用者の平等利用の確保（施設案内の地域への幅広い PR、利用案内等の設置、 

利用者の公平な受付方法） 

④ 地域住民と交流・連携する取組み 

⑤ 自主事業（幅広い層の住民が参加できる工夫、事業計画書等に沿った事業の実施） 

⑥ 広報・PR 活動 

⑦ 職員の接遇 

⑧ 利用者サービスの向上に関する取組み（サービス向上のための課題分析と対応） 

⑨ その他利用者サービスの向上に関すること 

２ 施設・設備の維持管理 

① 協定書等に基づく建物、設備の維持管理（保守点検、日常点検、補修・修繕等） 

② 協定書等に基づく施設環境の維持管理（定期清掃、日常清掃業務等） 
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③ 備品管理（備品台帳等の設置、台帳に記された備品が揃っているか、備品の安全性） 

④ その他施設・設備の維持管理に関すること 

３ 組織運営及び体制 

① 職員配置の考え方（協定書等に定めた職員配置） 

② 事業計画書・事業報告書の公表 

③ 職員の育成（研修の実施（常勤・非常勤）、研修に参加しやすい環境、研修の共有化） 

④ 市との連絡調整に関する体制 

⑤ 個人情報保護。守秘義務（ルールやマニュアルの整備、個人情報の適切な収集と取扱い 

など） 

⑥ 経理業務（適切な経理書類の作成、当該施設に係る経理とその他の経理の区分、通帳 

や印鑑等の適切な管理等） 

⑦ その他組織運営及び体制に関すること 

４ 緊急時の対応 

① 防犯への対応（鍵の適切な管理、未然防止のための定時の巡回、機械警備時等の適切 

な防犯体制等） 

② 防災への対応（防災マニュアルの作成、避難訓練の実施） 

③ 事故の未然の防止策（事故防止マニュアルやチェックリストの作成、事故防止の研修） 

④ 事故が発生した時の対応（AED の設置、体調急変時の事故対応等） 

⑤ 緊急時対応の仕組みの整備（緊急時のマニュアル等の作成、緊急時の内部連絡体制、 

市との連絡体制） 

⑥ その他緊急時の対応に関すること 

５ 効果的、効率的な施設管理 

① 指定管理に要する経費の削減に向けた取組み 

６ 適正な労働条件の確保及び労働環境の整備 

① 労働関係帳簿等の整備（法定帳簿等の整備、就業規則の作成・届出等） 

② 労働条件（労働条件の明示、各種休暇・休業制度の整備・付与等） 

③ 労働時間・賃金関係（労働時間の管理方法、労使（36）協定の締結等） 

④ 安全衛生関係（健康診断の実施、安全衛生管理体制の整備等） 

⑤ 各種保険の手続き状況（労働保険、健康保険等の加入・届出状況等） 
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（４）評価方法 

評価にあたり、「指定管理者モニタリング項目」に基づいて「指定管理者第三者モニ

タリング評価シート」（以下、評価シート）を作成しました。モニタリングは主に評価

シートを用いて実施することとし、①評価シートを用いて指定管理者が行う自己評価

と、②基本協定書・仕様書・事業計画書・事業報告書・就業規則・36 協定等の内容に

ついて確認・分析を行う書類調査、③運営状況や施設の設備、提供されているサービ

ス、職場環境や労働条件について、実際に施設を訪問して視察やヒアリングを行う訪

問調査および、④指定管理施設の収支・財務状況について検討を行う財務・経営評価

の 4 つの手法により評価を実施しました。 

このうち、今回のモニタリングでは、評価シートを用いて行う①自己評価、③訪問

調査を最も重視して評価を行っています。 

 

① 自己評価 

評価シートを用いて、施設の運営状況等に関する自己点検を指定管理者自らが行

いました。 

 

② 書類調査 

基本協定書・仕様書・事業計画書・事業報告書等を確認し、指定管理者が実施す

る業務の理解を深めるとともに、自己評価結果を確認し、訪問調査時にヒアリング

するべき点等について、事前にまとめました。また、就業規則や 36 協定等につい

て、法定基準を満たした労働条件が設定されているか確認しました。 

 

③ 訪問調査  

指定管理施設を訪問し、現場確認・ヒアリング・書類の確認等により、評価シー

トの各事項及び労働条件の確保・労働環境の整備について評価を行いました。 

 

④ 財務・経営に関する評価 

指定管理施設の収支報告書を基に、経営指標を算出し、財務や収益構造について

分析を行いました。 
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（５）評価シートの評価項目 

評価シートの評価項目は、6 つの大項目と 27 の中項目、82 の小項目で構成されて

います。評価項目の概要と、判断基準は以下のとおりです（大項目は英数字大文字、

中項目は英数字小文字、小項目は丸付き数字）。 

 

Ⅰ．利用者サービスの向上 

ⅰ． 利用者アンケート等の実施 

評価のポイント 

①サービス全体に関する利用者アンケートを年１回以上定期的に実施しているか 

②利用者アンケートの結果を分析し課題を抽出、公表しているか 

③アンケートで抽出された課題について対応策を講じているか 

 

ⅱ． 意見・苦情の受付と対応 

評価のポイント 

①利用者が苦情や意見を述べやすいような工夫をしているか 

②苦情解決の体制・仕組み（受付方法、対応手順、責任者等）が明確に定められているか 

③苦情解決の体制・仕組みを利用者に周知しているか 

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか 

評価のフロー図     ※①，③が評価シートを用いる評価 

指定管理者

第三者評価機関

③訪問調査

①自己評価

②書類調査

評価結果報告書

④財務・経営評価



 

 

6 

ⅲ． 公正かつ公平な施設利用 

評価のポイント 

①受付・窓口等に施設案内（施設概要、施設の利用案内等）を備えているか 

②公平な事業運営に努め、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか 

③事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか 

 

ⅳ． 物販運営 

評価のポイント 

①仕様書・事業協定書に基づいた商品構成となっているか 

②商品仕入れについて、流通履歴を確認しているか 

③業務実施に必要となる許認可・資格等の確認を行っているか 

 

ⅴ． 広報・ＰＲ活動 

評価のポイント 

①パンフレット・ホームページ等を作成し、積極的に広報・ＰＲ活動を行っているか 

②施設の掲示物は誰にでもわかりやすいように配慮がされているか 

③施設の利用方法等について市民の理解を深めるための自主事業等を行っているか 

 

ⅵ． 職員の応対・マナー 

評価のポイント 

①利用者が職員だと判別できるよう、名札や制服を着用しているか 

②職員の身だしなみは適切であるか 

③電話応対や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であるか 

 

ⅶ． 職員の情報共有 

評価のポイント 

①標準的な業務実施の手順や注意点等についてマニュアルが作成されているか 

②情報共有を目的とした定期的なミーティング等が開催されているか 

③職員に必要な情報は掲示物や回覧等により共有化が図られているか 

 

ⅷ． 地域や地域住民との連携 

評価のポイント 

①地域の団体や住民と情報交換を行っているか 

②地域活動等へ積極的に参加・協力しているか 

③他の同種施設と連携し、情報交換等を実施しているか 



 

 

7 

Ⅱ．施設・設備の維持管理 

ⅰ． 建物・設備の保守点検 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等に基づいた維持管理・点検が行われているか 

②施設・設備の外観に損傷等がなく、利用者が安全に利用できる状態が保たれているか 

③施設・設備に不備があった場合の記録が残され、適切に修繕等の対応がされているか 

 

ⅱ． 備品管理と安全点検 

評価のポイント 

①市が引き渡した備品は、指定管理者が所有する備品と区別して台帳が整備されているか 

②備品台帳に記録された備品は揃っているか 

③備品の安全性について点検を実施し、結果が記録されているか 

 

ⅲ． 衛生管理・植栽管理 

評価のポイント 

①感染症や食中毒等が発生しないよう、料理業者に対する指導を適切に行っているか 

②ゴミ処理等における衛生管理や分別は適切に行っているか 

③適正な植栽管理と定期的な害虫駆除を実施し、美しい景観が維持されているか 

 

ⅳ． 清掃業務 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり清掃業務が行われているか 

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか 

 

 

Ⅲ．組織運営及び体制 

ⅰ． 施設の目的・基本方針の確立 

評価のポイント 

①施設の設置目的や市の方針が正しく理解され、設置目的・方針等に基づいた管理運営上の基本方針が策

定されているか 

②職員は設置目的や基本方針を理解しているか 

③施設の利用者に対し、設置目的や基本方針が周知されているか 
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ⅱ． 業務体制と職員配置 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等で定めた職員体制がとられているか 

②協定書のとおり営業日数が確保されているか 

③各業務に対し無理のない職員数が配置されているか 

④従業員の適正な労働環境・労働条件が確保されているか 

 

ⅲ． 人材育成 

評価のポイント 

①職員の研修計画が作成され、計画通りに研修が行われているか 

②職員が研修に参加しやすい環境を整えているか 

③職員から業務改善やサービスの向上の提案が活発に行われているか 

 

ⅳ． 個人情報の保護 

評価のポイント 

①個人情報の取り扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか 

②個人情報を収集する際には使用目的が明示され、目的以外に使用されていないか 

③個人情報の取り扱いについて職員に対し研修等が行われており、職員は個人情報保護について十分に理

解しているか 

④個人情報の漏洩・滅失・き損及び改ざんを防止する等、個人情報の適切な管理のために必要な措置が講

じられているか 

 

 

Ⅳ．緊急時の対応 

ⅰ． 緊急時対応の仕組み 

評価のポイント 

①緊急時のマニュアルや対応手順等を作成しているか 

②職員は緊急時のマニュアルや対応手順について基本的な内容を理解しているか 

③緊急時の連絡体制は十分に整備されているか 

 

ⅱ． 防犯対策 

評価のポイント 

①協定書・仕様書のとおり防犯・警備業務を実施しているか 

②鍵の管理者・管理方法が明確になっているか 

③事故や犯罪を未然に防止するために、定期的に施設内の巡回を行っているか 
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ⅲ． 事故防止対策 

評価のポイント 

①事故防止のためのチェックリストやマニュアルが整備されているか 

②チェックリストやマニュアルを使用して施設・サービスの安全性が点検されているか 

③発生した事故について記録を作成し、改善のための対応がとられているか 

 

ⅳ． 防災対策 

評価のポイント 

①防災に関するマニュアル等が整備されているか 

②避難訓練や防災訓練が実施されているか 

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか 

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか 

 

 

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理 

ⅰ． 指定管理料の執行状況 

評価のポイント 

①適正な会計処理が行われているか 

②経理を担当する職員が配置されているか 

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか 

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか 

 

ⅱ． 収支決算状況 

評価のポイント 

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか 

②事業報告書・収支決算書は適正に作成されているか 

③経費削減や業務の効率化に取り組んでいるか 

 

 

Ⅵ．適正な労働条件の確保及び労働環境の整備 

ⅰ． 雇用契約と協定等 

評価のポイント 

①就業規則、雇用契約、労使協定等の労働条件は適正な内容となっているか 

②各種労使協定は適正か 

③就業規則は労働者に周知されているか 
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ⅱ． 安全衛生関係 

評価のポイント 

①健康診断の実施、産業医等の選任、業務災害への対策状況は適正か 

②喫煙対策などが行われているか 

 

ⅲ． 労働時間 

評価のポイント 

①労働時間は適正に管理されているか 

②休暇・休日の取得状況及び管理は適正か 

 

ⅳ． 賃金関係 

評価のポイント 

①賃金台帳等から適正な計画に基づき支払いが行われているか 

②労働契約に基づいた支払日に適切に支払われているか 

③最低賃金は確保されているか 

 

ⅴ． 各種保険の手続き状況 

評価のポイント 

①社会保険・労働保険・雇用保険への加入状況、手続きの時期等は適正か 

②労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書等が整備されているか 

 

（６）評価シートの評価方法 

評価シートは、指定管理者と第三者評価機関がそれぞれ、各項目について判断基準

ごとに「できている」「概ねできている」「できていない」の３段階を基本とした評価

を行いました。また、評価の理由や改善すべき点、課題への対応方法などは、記述式

で評価しました。3 段階の評価の基準については以下のとおりです。 

 「できている」 

  指定管理者が実施している業務が、仕様書・協定書の要求水準を十分満たしている。 

 「概ねできている」 

  業務の一部に仕様書・協定書の要求水準に達しないものもあるが、概ね要求水準を

満たしている。 

 「できていない」 

  実施している業務は仕様書・協定書の要求水準を満たしておらず、改善が必要であ

る。 
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2．モニタリング結果の概要と総括 

（１）対象施設と指定管理者の概要 

① 評価対象施設の概要 

施設名 川越市産業観光館（小江戸蔵里） 

所在地 埼玉県川越市新富町 1 丁目 10 番地 1 

敷地面積 3,064.09 ㎡ 

建物面積 1,234 ㎡ 

建物構造 木造平屋建て 

開設年月 平成 22 年 4 月 

館内設備 飲食施設、物販施設、観光案内所、屋内イベントスペース、事務所、

会議室、ギャラリー等 

営業日数 年間 365 日（臨時休館日あり） 

施設概要 明治 8 年（1875 年）に創業した旧酒造会社の建築物を、当時の面

影を残しつつ改修した施設。市民と観光客との交流、地域の活性化

を図るとともに、川越市の物産等の販売を行っている。施設は、明

治・大正・昭和の時代に立てられた酒蔵を改修した、おみやげ処（明

治蔵）、まかない処（大正蔵）、くら市場（昭和蔵）の 3 つの蔵と、

会議室・ギャラリーを備えた展示蔵からなっており、明治蔵・大正

蔵・昭和蔵は、国の登録有形文化財に指定されている。年間の利用

実績は 444,957 人（平成 26 年度）。 

 

② 指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・地域ではぐくまれた食及び地域の特産物の提供に関する業務 

・市民の文化活動の場の提供に関する業務 

・地域の情報の発信に関する業務 

・産業観光館の利用に関する業務 

・施設の維持管理に関する業務 

・その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

＜過去３年間の収入実績＞ 

年度 収入合計額 

平成 25 年度 319,784,293 円 (決算額) 

平成 26 年度 341,223,583 円 (決算額) 

平成 27 年度 354,500,000 円 (計画額) 
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③ 指定管理者の概要 

名称 株式会社まちづくり川越 

所在地 川越市仲町 1 番地 12 

代表者 代表取締役  大久保 敏三 

事業内容 

中心市街地の活性化に関する法律に基づいて、良好な市街地を形成

するためのまちづくりの推進を図る事業を行うため設立された。 

公共施設の管理および運営の受託業務のほか、市街地の商業振興の

ための事業等を行う。 

設立年月 平成 20 年 3 月 

指定管理対象 

施設の管理実績 

施設の設立された平成 22 年 4 月 1 日から指定管理業務に従事して

おり、平成 32 年 3 月 31 日までの 10 年間が指定管理期間となって

いる。 

 

④ 所管課によるモニタリング結果 

【過去２年間の所管課評価結果】 

年度 所管課評価 所管課指示・指導事項 

平成 25 年度 管理運営については、利用者も増加傾

向にあり、概ね良好である。収支決算

は赤字であったが、平成 25 年度から

自主事業で新たなイベントも実施して

おり、黒字を目指し努力していた。 

平成 25 年度については、報告の遅延

等が見られた。指定管理者として適切

に対応するよう指導した。 

市への報告・連絡は基本であ

る。利用状況の報告のみなら

ず、管理運営に関する報告等

は遅延なく実施するように

指示した。 

平成 26 年度 管理運営については、利用者も増加傾

向にあり、概ね良好である。 

平成 26 年度については、初の単年度

黒字化を達成することができた。蔵別

の利用状況をみると、主に観光客が利

用する明治蔵・大正蔵については好調

であったが、市民が利用する昭和蔵・

展示蔵（ギャラリー・会議室の利用）

が年度目標を達成できなかった。 

市民の利用を促進するため

の施策を検討するよう指示

した。 
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（２）他市の同種施設との比較 

川越市と他市の同種施設の概要、指定管理者制度の適用状況は以下のとおりです。 

 

① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設のうち 2 施設の指定管理期間が約 10 年となっており、他

は 5 年間または 3 年間となっています。指定管理者制度導入施設では、指定管理期

間を 3～5 年間とするものが多いですが、本施設は多くの機能を有しており、施設

の維持管理と安定した運営を行うためには、ノウハウの蓄積や質の高いサービスを

定着させる必要があるため、産業観光館が採用している 10 年間の期間は妥当であ

ると考えます。 

 

市町村名 川越市 鴻巣市 春日部市 千曲市 羽生市

人口 350,014人（H27.9.1現在） 119,192人(H27.9.1現在） 237,025人(H27.9.1現在） 60,442人(H27.9.1現在） 　55,756人(H27.9.1現在）

対象施設名
川越市産業観光館

小江戸蔵里
鴻巣市産業観光館

ひなの里
春日部市道の駅庄和 千曲市姨捨観光会館 道の駅はにゅう

開館年 平成22年 平成23年 平成17年 昭和55年 平成19年

建物面積
（延べ床面積）

1,234㎡ ― 560.27㎡ 355.18㎡ ―

指定管理者 株式会社まちづくり川越
一般財団法人

鴻巣市観光協会
庄和商工会 一般社団法人未来志向舎 株式会社ケンゾー

館内設備

飲食施設、物販施設、観光
案内所、屋内イベントスペー
ス、事務所、会議室、ギャラ
リー等

飲食施設、物販施設、観光
案内所、屋内イベントスペー
ス、事務所、会議室、ギャラ
リー等

飲食施設、物販施設、屋外
交流スペース、ギャラリー等

飲食施設、物販施設、屋内
イベントスペース、事務所、
ギャラリー等

飲食施設、物販施設、河川
情報展示室等

利用料金

◎入館無料。会議室等は、
午前・午後・夜間・全日の4
区分、利用目的等で料金に
差がある。

会議室：400～5,250円
ギャラリー：900～11,500円

【主な飲食料金】
そば（うどん）：648～1,150円
海鮮丼：1,280円
川越紅芋御膳：1,350円

◎入館無料。会議室等は、
午前・午後の2区分、利用目
的等で料金に差がある。

会議室：600～1,200円
多目的広場：900～1,350円

【主な飲食料金】
コーヒー・ジュース：300円
かき氷：150～300円

◎入館無料

【主な飲食料金】
そば：530～880円
うどん：550～850円
カレー：490～850円
ラーメン：500～800円

◎入館無料

【主な飲食料金】
そば：600～800円
うどん：750～900円
地場食材料理：800～950円

◎入館無料

【主な飲食料金】
定食：850円
ラーメン：550円～

年間利用状況
（平成26年度）

利用者数：444,957人 ― ― ― 利用者：209,170人

利用時間 午前9時～午後10時 午前8時～午後9時 午前8時～午後7時 午前10時～午後5時 午前8時30分～午後8時

指定管理期間
10年間

（平成22年4月1日～
平成32年3月31日）

3年間
（平成25年4月1日～
平成28年3月31日）

5年間
（平成27年4月1日～
平成32年3月31日）

9年10カ月
（平成26年6月1日～
平成36年3月31日）

3年間
（平成27年8月1日～
平成30年7月31日）

公募/非公募 公募 公募 公募 公募 非公募

備考

・市内に類似の産業振興施
設は無し。
・敷地内の駐車場は3台分
程であり、電車や観光バス
等による来場者が多い。
・旧酒造会社の施設を用い
た多機能産業振興施設。

・市内に類似の産業振興施
設は無し。市の伝統産業で
ある人形などの紹介、市内
の観光情報発信を目的とす
る。
・明治期の蔵を中心とする歴
史的建造物、特産品の販売
スペース、産業・観光の施設
案内スペース、展示会や講
座にも利用できる会議室、
多目的広場で構成されてい
る。

・市内に指定管理方式の運
営を行う類似の産業振興施
設は無し。
・地場産の作物等を用いた
食事処や特産品の販売を
行っている。
・駐車場は大型車、普通車
合わせて200台と広く、自動
車による来場が多い。

・市内に類似の産業振興施
設は無し。
・郷土文化作品等の展示館
や郷土料理を提供する食事
処などで構成されている。

・市内に指定管理方式の運
営を行う類似の産業振興施
設は無し。
・郷土料理や特産品の販売
を行っている。
・駐車場は大型車、普通車
合わせて100台と広く、自動
車による来場が多い。
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② 指定管理者の公募・非公募 

5 施設のうち、公募が 4 施設、非公募が 1 施設となっています。 

指定管理者の選定にあたっては、施設の設置目的や特性に応じて公募とするか非

公募とするか自治体が判断することになりますが、公募制を採用した場合、競争原

理が働くことによってコスト削減やサービスの向上が図られることが期待できます。 

本施設は多くの機能を有するものであり、質の高いサービスを定着させるために

も公募による選定を行っていることは妥当であると考えます。 

 

③ 料金 

比較対象とした施設によって料金にバラつきはありますが、問題はみられません。

会議室やギャラリーの利用料金については、利用の時間帯や目的に応じて変動しま

すが、料金体系が細かく明確に示されています。また、飲食に関する料金について

も、他施設と比べ極端に高い又は安いということはなく、妥当な水準であると考え

ます。 

 

（３）第三者モニタリングの結果の総括 

指定管理者である株式会社まちづくり川越は、開設当初から本施設の管理を行って

おり、本施設の管理・運営に関して豊富な実績と知識・経験等を有しています。 

本施設は、旧酒造会社の建築物を改修したもので、会議室やギャラリーとして市民

に施設利用を促すだけでなく、飲食や物販、イベント開催といった多様なサービスを

提供しています。そのため、一部業務を専門業者に委託していますが、毎日の朝礼や

月に一度の全体会議等、情報共有を徹底することにより、施設全体としての業務改善

やサービス向上に努めています。 

開設から 5 年と比較的新しい施設ではありますが、各種のマニュアル、チェックリ

ストを作成し、清掃や点検、修繕を行うことで施設が衛生的かつ安全な状態を保てて

いる点は高く評価できます。 

また、施設の内外には施設に関する案内があり、自主事業として数多くのイベント

を開催することで、集客とともに施設の認知度向上を図るなど、施設の設置目的実現

に向けた取り組みが行われているといえます。 

一方で、AED の取扱いなど、緊急時の対応として改善を要する事項も確認されまし

た。また、開設当初の計画に対し業績が下回っていることから、現状よりも集客を増

やし収益に繋げることが課題となっています。積極的な取り組みを継続し、利用者ニ

ーズに応じた一層のサービス向上と効率的な施設運営の両立が実現されることを期待

します。 
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（４）特に優れている点 

① 多数のイベント開催や他地域での観光誘致を行うことで、来場者・利用者増加に

努めています。 

自主事業として取り組んでいる各種イベントについては、年間 100 回以上実施

しており来場者の増加に大きく寄与しています。また、年に 1 度、小江戸川越観

光協会とともに東京都内で観光誘致のキャンペーンも行っており、地域団体等と

連携して観光客・利用者増加のための積極的な取り組みが行われています。 

 

② 利用者が安心・安全に利用できるよう、食品の流通経路確認や衛生管理に配慮し

ています。 

本施設では、地場産農産物、川越ブランド産品、川越市の姉妹・友好都市の特

産物等の販売や、川越市の特産品を素材とする料理の提供を行っています。これ

らの産地の取扱い等については厳格に管理し、納入業者に対しては産地の証明書

の提出を依頼するなど徹底しています。 

また、食品衛生責任者の資格保有状況については、各店舗の店長と事務所それ

ぞれでチェックするなど、厳格な管理を行っています。衛生上の安全管理のため、

法令に則した食品衛生検査を実施し記録しており、事務所と食品を取り扱う各店

舗とで細目に情報共有を行うなど、食中毒等が発生しないよう注意を払っていま

す。 

 

③ 館長を含む事務所職員が各店舗に支援に行けるような体制が整備されており、繁

忙時の対応や職員の休暇取得が円滑に行われています。 

各店舗の繁忙時や休暇等の取得の関係で現場が手薄となる場合は、館長を含む

事務所職員が支援に行けるよう体制が整備されています。また、施設内には地域

文化等に関する書籍も常備されており、地域文化等の職員教育についても対応し

ています。 

（５）早急に改善が必要な点 

緊急時の対応として AED が常備されていますが、AED の案内が他の掲示物で

一部隠れていたり、AED の上に物が置かれていたりと、周知や緊急時の対応とし

ては改善の必要があります。 
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（６）第三者評価機関からの提案 

くら市場における集客・業績が、他店舗に比べ不調なため、原因分析を行うとと

もに他店舗と連携した対応策が必要と思われます。 

お土産処の明治蔵や食事処の大正蔵は利用者・売上ともに増加傾向ですが、地

元野菜の販売や軽食を提供する昭和蔵は利用者・売上ともに減少しています。原

因分析を行うとともに、他店舗と連携を図りながら対策を講じることが望ましい

と考えます。 
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3．評価シートに基づく評価結果 

（１）利用者サービスの向上 

＜評価項目 25個＞ 

指定管理者    できている 20個  概ねできている 5個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  19個  概ねできている 6個  できていない 0個 

① 利用者アンケート等の実施 

 年に 1 回のアンケートに加え、観光案内コーナーにてアンケート回収箱が常時

設置されています。抽出された意見・苦情については、職員で検討を行いそれぞ

れ対応しています。また、対応結果についても、報告書にて市の所管課へ報告を

行っています。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 アンケート回収箱が常時設置されています。アンケート以外にも各蔵（店舗）

に寄せられた意見や苦情は、事務所への報告が義務付けられています。また、月

に一度全店舗責任者が集まる会議内で苦情等の情報を共有するなど、解決のため

に迅速かつ適正な対応がとれているといえます。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 施設の運営については、一部の市民に利用制限や優遇が行われることなく、広

く公平に行われています。施設には食事処や軽食処、地場産品を購入できるお土

産処に加え、ギャラリーや会議室等の貸出施設など、幅広く多様な事業展開がさ

れています。また、自主事業として年間 100 回を超える多様なイベントを開催す

ることで集客に努めており、利用者が特定・限定されるというような事態は発生

していません。 

④ 物販運営 

 地場産農産物、川越ブランド産品、本市の姉妹・友好都市の特産物の展示・販

売等、仕様書や協定書に基づいた商品構成となっています。館長を責任者とし、

産地の取扱い等については厳格に管理し、納入業者に対しては産地の証明書の提

出を依頼するなど徹底しています。食品衛生責任者については各店舗に 1 名ずつ

配置しており、資格保有状況については、各店舗の店長と事務所それぞれでチェ

ックするなど厳格な管理を行っています。 

⑤ 広報・PR活動 

 施設内にパンフレットを備えていることに加え、ホームページにて施設やイベ

ント等の案内を行っています。また、Twitter や Facebook といったコミュニケー
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ションツールなどで、広く積極的に PR を行っています。掲示物はそれぞれ見や

すい位置に掲載されるなど配慮がされており、敷地の出入り口など通行人が目に

しやすい箇所に施設やイベントの案内が設置されています。 

⑥ 職員の応対・マナー 

 職員は名札に加え店舗ごとの制服を着用し、利用者が一目で判別できるように

なっており、身だしなみについても適正で、清潔感のあるものとなっています。

各店舗とも、利用者には丁寧な対応をしており、電話応対や言葉遣いなど好感の

持てる対応が徹底されています。 

⑦ 職員の情報共有 

 業務に関する各種マニュアルが整備されており、業務の標準化が図れるように

なっています。毎日朝礼を実施することに加え、月に 1 度全店舗を交えた会議を

開催しており、意見交換とともに業務上の課題や改善方法等について話し合う場

としています。また、書面による配布、掲示物、グループウェアの活用などによ

り、必要な情報を共有しています。 

⑧ 地域や地域住民との連携 

 観光協会や商工会議所など、地域の団体等と連携し情報交換を行っています。

敷地を利用した祭り等のイベントには地元住民も参加し、地域とのつながりとな

っています。地域の団体や同種施設等とは定期的に情報交換を行うとともに、告

知や後援といった活動で連携を図っています。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 11個＞ 

指定管理者    できている  9個  概ねできている 2個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  8個  概ねできている 3個  できていない 0個 

① 建物・設備の保守点検 

 協定書・仕様書等に沿った定期的な点検が行われ、実施状況を記録しています。

また、日常の清掃や巡回時に点検も行い、修繕の必要性等を検討しているなど、

利用者が安全に利用できる状態が保たれています。必要性が確認された場合、軽

微なものであればその都度修繕を行い、規模が大きなものについては市の所管課

と協議のうえ対応しています。 

② 備品管理と安全点検 

 備品の管理については、市と指定管理者それぞれ所有者を区別して台帳に管理

しています。職員による定期的な巡回の際には、備品に関する安全性の確認を行

っています。点検時にはチェックリストを用い、適切に記録されています。 

③ 衛生管理・植栽管理 

 衛生上の安全管理のため、法令に則した食品衛生検査を実施し記録しています。

また、事務所と食品を取り扱う各店舗とで細目に情報共有を行うなど、食中毒等

が発生しないよう注意を払っています。ゴミ処理については、分別が適切に行わ

れており、施錠を行うなど管理も徹底されています。植栽については、手の届く

範囲は職員により行われ、高所のものについては、職員の立会のうえで業者に委

託しています。害虫・害鳥駆除については必要に応じて対処をしています。 

④ 清掃業務 

 清掃業務については、仕様書や事業計画書に沿って適切に行われています。チ

ェックリストも作成して管理しており、ワックスがけ等業者へ委託する際には職

員による立会も実施しています。施設内には目立ったゴミ等なく、好感の持てる

衛生的な環境です。特に、過去複数回利用者から指摘のあった天井の清掃につい

ては、清掃方法を工夫するなどして対処し、職員による定期巡回時もゴミや埃の

有無等を確認しています。 
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（３）組織運営及び体制 

＜評価項目 14個＞ 

指定管理者    できている   8個  概ねできている 6個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  11個  概ねできている 3個  できていない 0個 

① 施設の設置目的・基本方針の確立 

 施設の設置目的に合致した管理運営上の基本方針が事業計画書に明記されてい

ます。また、指定管理者である株式会社まちづくり川越は、開設当初から当施設

を管理しており、職員は施設の設置目的や基本方針について十分に理解していま

す。 

② 業務体制と職員配置 

 指定管理者申請時に作成した事業計画書に記載の組織体制に対し、現状は適正

な人員が配置されています。しかし、業務量の変化が大きく年々利用者も増えて

いることからも、職員に過度な負担が掛からないよう今後注意が必要と思われま

す。 

③ 人材育成 

 例年、会計や労務管理等に関する研修に参加しています。また、参加者からの

研修内容還元や、希望者が研修に参加できるようにしています。一方、事業計画

書では「AED を常に使用できる状態に保つとともに、適切に使用できるよう訓練

等に参加する」とありますが、現場では AED 設置場所の表記が隠れている、AED

の上に物が置いてあるなど、周知が未徹底の箇所もあります。 

④ 個人情報の保護 

 施設運営上取り扱う個人情報については、収集範囲や利用目的などが明確にさ

れており、目的とは異なる使用はされていません。個人情報保護条例だけでなく、

指定管理者独自の保護規程を整備するなど、管理に関して高く評価できます。 
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（４）緊急時の対応 

＜評価項目 13個＞ 

指定管理者   できている  11個  概ねできている 2個 できていない 0個 

第三者評価機関 できている  11個  概ねできている 2個 できていない 0個 

① 緊急時対応の仕組み 

 利用者の体調不良や災害発生時など、各種緊急時の対応に関するマニュアルが

作成されています。マニュアルは全職員に配布され、年 2回実演を含んだ防災訓

練も行っています。また、緊急時の連絡先一覧と連絡網が作成されており、職員

にも周知されています。 

② 防犯対策 

 日中は、駐車場・広場を含んだ敷地内の巡回を定期的に行っています。また、

夜間の防犯業務は外部の専門業者に委託しており、仕様書等のとおり適正に行わ

れています。施設内で使用する鍵の取扱いについては、管理簿が作成されており、

責任者による管理が徹底されています。 

③ 事故防止対策 

 安全管理に関するマニュアル、巡回時のチェックリストを使用して安全管理が

行われています。重篤な事故は発生しておりませんが、過去に利用者の運転する

自動車の関係で近隣住民から苦情があったことから、駐車場の管理体制を強化し

ています。 

④ 防災対策 

 防災に関する危機管理対応マニュアルが整備されています。年に 2回実施され

る防災訓練では、利用者が安全に避難できるよう、誘導方法等について十分に理

解しています。避難経路については各所に明示されており、障害となるものは一

切置いてありません。利用者が安全に避難できるよう、十分な配慮をしています。 
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（５）効果的、効率的な施設管理 

＜評価項目 7個＞ 

指定管理者    できている   6個  概ねできている 1個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている   6個  概ねできている 0個  できていない 1個 

① 指定管理料の執行状況 

 会計・経理処理は常勤の職員が担当し、適正に行われています。各店舗の売上

げ等については、毎日事務所で一括管理することになっており、管理方法や基準

についても明確にされています。現金については、事務所で一括管理をし、定期

的に金融機関が集金しており、施設に多額の現金が残らないよう努めています。

印鑑・通帳についても、責任者が適切に管理しています。 

② 収支決算状況 

 一部植栽の管理や軽微な修繕など、職員による努力で経費の圧縮が図れていま

す。また、事務所に入金機を設置することで、現金や売上管理等が簡易かつ正確

に行えており、会計に係る事務の効率化が図れています。年々利用者・収入とも

に増加傾向ですが、当初計画に対しては大幅に乖離している状況です（平成 26

年度収入は、当初計画に対し約 60.7％）。来場者増加のためのイベント強化など、

現在取り組んでいる積極的な対策を引き続き期待します。 
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（６）適正な労働条件の確保及び労働環境の整備 

＜評価項目 12個＞ 

指定管理者    できている  11個  概ねできている 1個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  12個  概ねできている 0個  できていない 0個 

① 雇用契約と協定等 

 就業規則、雇用契約、労使協定等は、法令等に基いた適正なものとなっていま

す。また、就業規則は全職員に配布されており、内容について周知されています。 

② 安全衛生関係 

 年に 1度、健康診断を実施しています。職員数の関係から産業医の選任は不要

となっています。また、雇用保険や労災保険は整備されており、業務災害への対

策は適正といえます。敷地内に従業員専用の喫煙所を設けるなど社内分煙が徹底

されており、喫煙に関して適正な対策が行われています。 

③ 労働時間 

 労働時間を管理するタイムカードは、出・退勤時に事務所で打刻するようにな

っています。備考欄には遅刻や早退の理由など、勤務時間に関するメモが記載で

きるようになっており、管理者は毎日適正に管理を行っています。また、事務所

職員が各店舗の業務を援助できるようになっており、職員の都合により不測の休

暇が生じても対応できるような体制となっています。 

④ 給与 

 給与は、賃金台帳による適正な計画に基づき支払いが行われており、支払日に

ついても労働契約に基づいた適切なものとなっています。 

⑤ 各種保険加入・法定帳簿等の整備 

 社会保険、労災保険、雇用保険等、各種保険の加入が確認でき、加入時期等に

問題は見られませんでした。また、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿（タイムカー

ド）、労働条件通知書（雇用契約）等、各種労務関係書類が整備されていることを

確認しました。 
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4．財務・経営に関する評価の概要 

（１）収支の状況 

平成 25 年度と平成 26 年度の施設の収支計画と実績は以下のとおりです。毎年作成

している年初収支計画と実績に大きな乖離はありませんが、指定管理者応募時の計画

に対しては大幅に乖離しています。 

 

  

   

   

単位：円

平成25年度 平成25年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度

応募時計画 年初計画 実績 応募時計画 年初計画 実績

561,843,000 330,500,000 319,784,293 561,843,000 343,200,000 341,223,583

明治蔵収入 246,326,000 144,000,000 152,399,496 246,326,000 158,300,000 165,848,843

大正蔵収入 135,640,000 89,600,000 82,142,599 135,640,000 86,600,000 88,771,890

昭和蔵収入 179,389,000 84,000,000 73,962,876 179,389,000 84,800,000 76,660,164

利用料金収入 488,000 1,700,000 1,435,403 488,000 1,600,000 1,324,015

自主事業収入 10,700,000 8,926,474 11,400,000 8,171,057

営業外収 500,000 909,945 500,000 422,614

その他総務収入 0 7,500 0 25,000

318,962,000 55,200,000 58,449,448 318,962,000 60,400,000 62,409,158

161,781,000 21,910,000 21,874,282 165,017,000 17,900,000 17,185,248

63,307,000 280,430,000 266,801,272 60,256,000 278,500,000 273,425,624

慶弔費 50,000 0 50,000 35,000

旅費交通費 100,000 92,727 100,000 6,156

通信費 1,000,000 956,244 1,000,000 923,825

交際費 50,000 46,285 50,000 30,670

リース料 4,460,000 4,462,800 4,460,000 4,462,800

保険料 1,090,000 1,090,040 1,090,000 1,092,162

修繕費 1,130,000 1,350,232 1,310,000 1,701,150

保安費 310,000 306,000 310,000 306,000

清掃費 3,200,000 3,225,526 3,200,000 3,132,478

水道光熱費 4,600,000 5,004,823 4,800,000 5,379,380

消耗品費 1,750,000 2,017,520 1,850,000 1,719,099

租税公課 1,980,000 1,910,017 1,800,000 1,718,871

減価償却費 16,500,000 16,816,870 14,480,000 14,668,808

広告宣伝費 2,500,000 963,171 2,000,000 636,672

運営協力委託料 215,900,000 202,827,811 220,200,000 216,822,493

納付金 2,000,000 1,904,762 2,000,000 1,851,852

雑費 1,900,000 1,952,162 1,900,000 1,752,960

7,424,000 1,820,000 2,489,344 6,765,000 1,400,000 2,142,672

0 200,643 0 200,658

551,474,000 337,450,000 327,940,707 551,000,000 340,300,000 338,178,112

10,369,000 ▲ 6,950,000 ▲ 8,156,414 10,843,000 2,900,000 3,045,471

支出合計

差　引

人件費

科目

収入合計

売上原価

販売費及び一般管理費

営業外費用

法人税等
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（２）財務・経営に関する考察 

① 収入について 

     本施設は、施設の使用料等を指定管理者の収入とする利用料金制度を採用して

います。同制度を採用することで、指定管理者のインセンティブが高まることに

よるサービスの質向上等が期待されますが、事業者の経営状況が施設運営に影響

を与えるという面もあり、業績管理は安定した施設運営上非常に重要となります。 

本施設の収支について、平成 26 年度は黒字となっているものの、指定管理者

申込時に提出した当初計画値とは大きく乖離しています。今後も継続的なモニタ

リングによって、管理運営状況を適正に評価し、サービス水準や業績の向上と効

率的な施設運営の実現を促していくことが必要です。 

   

② 人件費について 

 本施設では、外部団体より出向している館長、正規職員 2 名と臨時職員 5 名が

勤務しており、正規職員 1 人当たりの人件費は平成 26 年度実績で約 3,000 千円

となっています。これは、類似業種の民間の平均賃金1である 3,346 千円を下回っ

ています。 

団体ごとに業務の内容や勤続年数等が異なるため、人件費の水準に関する判断

を一概に行うことはできませんが、適正賃金を確保するためにも、引き続き効率

的な施設運営に努めていく必要があります。 

 

③ 水道光熱費について 

 電気料金の値上げ等により、当初計画を上回っていますが、節電・節水の徹底

により光熱水費を抑制し、経費削減に努めています。 

 

④ 業務委託費について 

 飲食や物販などの運営協力委託に加え、施設内の清掃、植栽管理、夜間警備な

ど多くの業務を外部業者に委託していますが、可能な限り委託費を抑制するため

の対策を行っており、業務委託費は計画を大きく下回っています。 

 

⑤ 修繕費について 

 平成 22 年に設立されたため、施設の老朽化や目立った損傷などは見られませ

ん。現状、軽微な修繕等については職員が行うことで費用抑制に努めていますが、

今後は修繕の必要な箇所が増えていくことが予想されるため、修繕計画を策定す

るなどし、計画的に修繕が実施されるよう配慮することが必要です。 

                                                   
1 平成 26 年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）における生活関連サービス業・娯楽業の賃金の月

額（正職員・男女計）に 12 を掛けたもの。 
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5．資料編 

 

 【第三者評価に使用した評価シート】 

 

 

     平成27年度

 　一般財団法人長野経済研究所

平成27年9月

指定管理者第三者モニタリング

評価シ－ト

     施設名　　　：川越市産業観光館

     指定管理者：株式会社まちづくり川越
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指定管理者　自己評価

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

　当施設は市民と観光客の交流を促進し、地元の特産物
等を楽しんでいただくことにより、地域の活性化を図ることを
目的としている為、様々な方策を実施しています。
　施設の特性上、多種多様である来場者のニーズに対応
するため、アンケートを実施し、苦情等の対応を含め、運
営の改善に生かしています。
　施設利用に関しては公正かつ公平な施設運営に努め、
仕様書等に基づいた物販運営を実施し、職員の情報共有
化も図っています。
　広報及びPR活動は、ホームページ、ブログ、Facebook、
チラシの配布等を通じて行っています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

　維持管理や点検を定期的に行っており、設備等の不備
があった場合はその都度修繕を行っています。また、利用
者等に危険が及ぶ可能性があるものは、市の所管課と協
議をした上で修繕を行っています。
　衛生管理や植栽管理、清掃業務等についても適切に実
施しています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

　当施設は館長を中心に施設の目的に基づいた運営を
行っています。
　従業員の労働環境及び労働条件は適正に確保をして
おり、個人情報の保護に関しても規定を整備しています。

①利用者を対象としたアンケートを実施し、施設やサービスへの
意見・要望等を収集しています。意見・要望等に関しては職員間
で情報共有を行い対策を講じるなど迅速に対応しています。

②川越市産業観光館は、市民の地域産業に関する理解を深める
とともに、市民と観光客の交流を促進することで地域の活性化を図
ることを目的とした施設です。飲食や物販、貸館など様々な機能
を有する施設ですが、仕様書・協議書等に基づき多くの利用者が
利用できるよう配慮した運営が行われています。

③自主事業として年間100回を超すイベントを開催しており、施設
への集客に加え施設の知名度向上にも寄与しています。

④施設の広告及びPR活動は、チラシの配布だけでなく、ホーム
ページやブログ、TwitterやFacebookなど、様々な方法で行われ
ています。

①施設の設置目的に合致した管理運営上の基本方針が事業計
画書に明記されています。指定管理者は、当施設の設立当初か
ら管理運営を行っており、職員も設置目的や基本方針を十分に理
解しています。

②指定管理者申請時に作成した事業計画書に記載の組織体制
に対し、現状は適正な人員が配置されています。しかし、年々利
用者も増え業務量も変化していることから、職員に過度な負担が
かからないよう今後は注意が必要です。

③職員は、毎年会計や労務管理等に関する研修に参加していま
す。また、参加者から研修内容の還元や資料配布等が行われて
います。

④個人情報に関しては、条例だけでなく指定管理者独自で保護
規定を整備しており、全職員に配布及び指導をするなど厳正な管
理が行われています。

①毎日、巡回を兼ねて職員による点検が複数回行われています。
また、専門家による点検も定期的に実施しており、修繕の必要性
等を確認しています。必要性が確認された場合、軽微なものであ
ればその都度修繕を行い、規模が大きなものについては市の所
管課と協議のうえ対応しています。

②衛生上の安全管理のため、法令に則した食品衛生検査を実施
し記録しています。事務所と食品を取り扱う店舗が情報交換を徹
底することで食中毒等の発生を防いでいます。

③植栽については、手が届く範囲は職員の手によって行われ、高
所のものについては専門業者に委託をしています。清掃について
も、職員による毎日の清掃に加え、専門業者による定期的な清掃
も実施しており、衛生的な環境が高いレベルで維持されていま
す。

評価結果の総括

評価機関　評価
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指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

　危機管理対応マニュアル及び安全管理マニュアルを整
備し、全職員に配布及び指導をしています。
　防災訓練を年2回実施し、緊急時の避難誘導等の役割
分担を徹底しています。また、営業中の巡回を実施するこ
とで、防犯対策や事故防止に繋がっています。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

　適正な会計処理を遵守し、帳簿類や現金、印鑑等は適
切に管理しています。
　業務委託契約等について相見積もりの実施や軽微の修
繕を職員が行うことで経費の圧縮に努めています。

　適正な労働条件の確保及び労働環境の整備について
は、概ね適正に行われています。

Ⅵ
．
適
正
な
労
働
条
件
の
確
保
及
び

　
労
働
環
境
の
整
備
・
そ
の
他

　当施設の認知度及び来場者数を高めるという観点から、
イベント事業（自主事業）の強化に取り組んでいます。
　市民や各種団体の協力もあり、イベント開催数は年々増
加しており、結果として施設全体への来場者数増加に繋
がっています。

評価機関　評価
①利用者の体調不良や災害発生時など、各種緊急時の対応に
関するマニュアルが作成されています。また、年2回実演を含んだ
防災訓練も行っています。一方、AEDについては、常に誰でも使
用できるように管理する必要があると考えます。

②防犯対策としては、職員が定期的に施設内を巡回しているほ
か、夜間は専門業者に警備業務を委託しており、仕様書のとおり
適正に業務を実施しています。

③安全に関するマニュアルやチェックリストが整備されており、事
故防止のための取り組みが行われています。また、駐車場の停車
可能台数が少ないことや、接道が狭いことから、駐車場管理体制
は強化しています。

④避難経路には障害となるものは一切置かれておらず、利用者
の安全確保に配慮がされています。

①会計・経理処理は常勤職員が担当し、適正に行っています。経
理帳簿、伝票等は責任者が適切に管理し、各店舗の売上げ等現
金についても事務所で一括管理を行うとともに毎日記録を行って
います。

②現金については、各店舗売上も含め毎日事務所内の入金機に
て一括管理をしています。また、定期的に金融機関が集金してお
り、施設に多額の現金が残らないよう努めています。印鑑・通帳に
ついても、責任者が適切に管理しています。

③収入・支出について、当初計画との間で大きな乖離が見られま
すが、利用者の増加と経費の圧縮について積極的な取り組みが
行われています。年度ごとの事業報告書は適正に作成されていま
す。

①就労規則、労使協定等は適正なものとなっており、市にも提出
されています。

②労働時間を管理するタイムカードは、出・退勤時に事務所で打
刻するようになっています。備考欄には遅刻や早退の理由など、
勤務時間に関するメモが記載できるようになっており、管理者は毎
日適正に管理を行っています。

③職員の希望に応じ休暇が取得できるよう、シフトを組む際には
配慮を行っています。また、事務所職員も各店舗の業務を援助で
きるようになっており、職員の都合など不測の休暇が生じても対応
できるような体制となっています。
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　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている

Ⅰ．利用者サービスの向上

（１）利用者アンケート等の実施

　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

①サービス全体に関する利用者アンケートを年1回以上定期的に実施しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

②利用者アンケートの結果を分析し課題を抽出、公表しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③アンケートで抽出された課題について対応策を講じているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　当施設に関するアンケートを年一回実施しています。
　また、上記とは別に観光案内コーナーにアンケート箱を常時設
置しています。
　回収したアンケートは集計を行い、来場者の意見やニーズを抽
出することで、今後の施設運営の改善に役立てています。

①年に1回のアンケートに加え、観光案内コーナーにてアンケート
回収箱が常時設置されています。

②アンケートの結果について、月に1度の全体会議において職員
間で検討を行うとともに、報告書として市の所管課へ報告も行っ
ています。

③抽出された意見・苦情については、職員で検討を行いそれぞ
れ対応しています。また、対応結果についても、報告書にて市の
所管課へ報告を行っています。
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　利用者の苦情や意見（以下、苦情等）は館長が責任者として取
り纏めています。
　苦情等は（１）のアンケートの他、各店舗から管理事務所に報
告があり、最終的には責任者が担当者と打ち合わせの上判断を
行っています。
　改善が可能な苦情等は早急に実施し、必要に応じて社内又は
市の所管課と協議を行った上で実施しています。

①アンケート回収箱が常時設置されています。Twitterや
Facebookといったコミュニケーションツールの活用もありますが、
インターネットショップ同様、ホームページ上でもメールによる問い
合わせを可能とすることで意見等が述べやすくなると考えます。

②アンケート以外にも、各蔵（店舗）に寄せられた意見や苦情は、
事務所への報告が義務付けられています。また、月に一度全店
舗責任者が集まる会議内で苦情等の情報を共有し、解決を図っ
ています。今後は、アンケートや苦情受付のツールについて周知
する仕組みや方法を明確に定めることが望ましいです。

③苦情解決の体制・仕組みはできており、アンケート回収箱など
が設置されていますが、回収箱の所在場所を各店舗で紹介する
などの工夫があってもよいと考えます。

④苦情等については迅速な対応がとれているといえます。今後
は、利用者に対し対応策を公表することが望ましいといえます。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

③苦情解決の体制・仕組みを利用者に周知しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②苦情解決の体制・仕組み（受付方法、対応手順、責任者等）が明確に定められているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

（２）意見・苦情の受付と対応

①利用者が苦情や意見を述べやすいような工夫をしているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　当施設のパンフレットを観光案内コーナーや管理事務所窓口等
の複数箇所に設置し、来場者が手に取れるよう配慮しています。
　貸室利用については、同窓口に利用方法の案内を設置及び掲
示をし、気軽に質問を受けられる体制を取っています。

①事務所窓口だけでなく、観光案内コーナーなど複数箇所にパ
ンフレットが備えてあります。また、敷地内広場等にも施設の案
内があり、施設の歴史や各店舗の情報が掲示されています。

②施設の運営については、一部の市民に利用制限や優遇が行
われることなく、広く公平に行われています。

③施設には、食事処や軽食処、地場産品を購入できるお土産処
に加え、ギャラリーや会議室等の貸出施設など、幅広く多様な事
業展開がされています。また、年間100回を超える多様なイベント
を開催することで集客に努めており、利用者が特定・限定される
というような事態は発生していません。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②公平な事業運営に努め、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

（３）公正かつ公平な施設利用

①受付・窓口等に施設案内(施設概要、施設の利用案内等)を備えているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　当施設の目的である観光振興と地域振興を視点に、市内を中
心とする土産品及び姉妹都市の特産物、障害者作業所等の授
産製品や地元産農作物の販売を行っています。また、様々なイ
ベントを定期的に広場で開催しており、観光及び地域振興に寄与
しているものと考えています。
　許認可等については、店舗毎に食品衛生責任者を設置してい
ます。

①地場産農産物、川越ブランド産品、本市の姉妹・友好都市の
特産物の展示・販売等、仕様書や協定書に基づいた商品構成と
なっています。

②館長を責任者とし、産地の取扱い等については厳格に管理し、
納入業者に対しては産地の証明書の提出を依頼するなど徹底し
ています。

③食品衛生責任者については、各店舗に1名ずつ配置していま
す。食品衛生責任者の資格保有状況については、各店舗の店長
と事務所それぞれでチェックしており、厳格な管理を行っていま
す。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③業務実施に必要となる許認可・資格等の確認を行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②商品仕入れについて、流通履歴を確認しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

（４）物販運営

①仕様書・事業協定書に基づいた商品構成となっているか。
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　ホームページ、ブログ、facebookの作成、チラシの配布及び設
置並びに各所へのポスター掲示を行うことで、広報及びＰＲ活動
を行っています。
　掲示物は誰でも分かりやすく確認できるよう、高さや配置に考
慮して設置しています。
　施設の利用方法について理解を深めるための自主事業は実施
していませんが、問い合わせがある場合は適切に対応していま
す。

①施設内にパンフレットを備えていることに加え、ホームページに
て施設やイベント等の案内を行っています。また、Twitterや
Facebookといったコミュニケーションツールなどで、広く積極的に
PRを行っています。

②掲示物は、それぞれ見やすい位置に掲載されるなど配慮がさ
れています。一方で、掲示物が色あせていたり、剥がれていたり
と、一部劣化しているものもみられますので、状況に応じて貼り
換え等を行う必要があります。

③敷地の出入り口など通行人が目にしやすい箇所に施設やイベ
ントの案内が設置されています。しかし、飲食店をはじめ売り上げ
の多くが観光客によるものであるなど、今後は地元市民による貸
館以外の利用促進を図る必要があります。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③施設の利用方法等について市民の理解を深めるための自主事業等を行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②施設の掲示物は誰にでもわかりやすいように配慮がされているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（５）広報・ＰＲ活動

①パンフレット・ホームページ等を作成し、積極的に広報・ＰＲ活動を行っているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　店舗毎に制服の着用及び名札を身に着けており、利用者が職
員と分かるような体制を取っています。
　職員の身だしなみは適切で清潔感のあるものを心掛けていま
す。

①職員は名札に加え店舗ごとの制服を着用しており、利用者が
一目で判別できるようになっています。

②職員の身だしなみは適正で、清潔感のあるものとなっていま
す。

③各店舗とも、利用者には丁寧な対応がされていました。また、
電話応対や言葉遣いなど好感の持てる対応が徹底されていま
す。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③電話応対や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②職員の身だしなみは適切であるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

（６）職員の応対・マナー

①利用者が職員だと判別できるよう、名札や制服を着用しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　各種マニュアルを整備することにより、勤務経験の浅い職員で
も緊急時に対応ができる体制を作っています。
　毎日朝礼を実施し、職員同士の情報共有が行われています。
また、各店舗店長が参加する会議を月1回開催し、意見交換を
行っています。
　他の情報共有化の手段として、書面による配布や掲示物、グ
ループウェアの方法での共有化が図れています。

①業務に関する各種マニュアルが整備されており、業務の標準
化が図れるようになっています。

②毎日朝礼を開くことで職員同士の情報共有が図れています。
また、月に1度全店舗を交えた会議を開催しており、意見交換とと
もに業務上の課題や改善方法等について話し合う場としていま
す。

③書面による配布、掲示物、グループウェアで必要な情報を共有
しています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③職員に必要な情報は掲示物や回覧等により共有化が図られているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②情報共有を目的とした定期的なミーティング等が開催されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（７）職員の情報共有

①標準的な業務実施の手順や注意点等についてマニュアルが作成されているか。



 

 

36 

 

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　地域の団体等と連携を取り、観光振興や地域振興に関する情
報交換及び各種活動に協力をしています。
　他の同種施設等とはイベントの告知や後援等で協力し、情報交
換をしています。

①市の観光協会や商工会議所など、地域の団体等と連携し情報
交換を行っています。

②敷地を利用した祭り等のイベントには地元住民も参加し、地域
とのつながりとなっています。

③地域の団体や同種施設等とは定期的に情報交換を行うととも
に、告知や後援といった活動で連携を図っています。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③他の同種施設等と連携し、情報交換等を実施しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②地域活動等へ積極的に参加・協力しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

（８）地域や地域住民との連携

①地域の団体や住民と情報交換を行っているか。
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　維持管理や点検は定期的に実施しており、設備等に不備が
あった場合はその都度修繕を行っています。また、利用者等の安
全に影響を及ぼす可能性がある時は、市の所管課と協議を行っ
た上で修繕を行っています。

①協定書・仕様書等に沿った定期的な点検が行われ、実施状況
を記録しています。また、日常の清掃や巡回時に点検も行い、修
繕の必要性等を検討しています。

②定期的な点検と修繕により、利用者が安全に利用できる状態
が保たれていますが、色あせていたり、剥がれていたりする掲示
物や、破損している広場のごみ箱については適切な処置が必要
です。

③必要な修繕については、その都度実施され、規模によっては
市の所管課と協議を行い、報告もされています。今後は建物の
老朽化が進むことから、市と指定管理者の役割を明確にすること
に加え、耐用年数等を考慮した修繕の計画表などを作成し、費用
負担が集中しないよう、計画的な管理を行うことが望ましいと考
えます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③施設・設備に不備があった場合の記録が残され、適切に修繕等の対応がされているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②施設・設備の外観に損傷等がなく、利用者が安全に利用できる状態が保たれているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている

Ⅱ．施設・設備の維持管理

（１）建物・設備の保守点検

①協定書・事業計画書等に基づいた維持管理・点検が行われているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　市所有備品と当社所有備品は台帳により区別しており、適正に
管理しています。
　また、備品の故障や破損がある場合はその都度修繕等を実施
しています。

①備品の管理については、市と指定管理者それぞれ所有者を区
別して台帳に管理しています。

②備品については台帳に記録のうえ、適切に管理されています。

③職員による定期的な巡回の際に、備品に関する安全性の確認
を行っています。点検時にはチェックリストを用い、適切に記録さ
れています。一方で、敷地内に破損したゴミ箱があるなど、備品
の管理については改善の余地があります。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③備品の安全性について点検を実施し、結果が記録されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②備品台帳に記録された備品は揃っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（２）備品管理と安全点検

①市が引き渡した備品は、指定管理者が所有する備品と区別して台帳が整備されているか。
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評価の理由・特記事項等

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　感染症や食中毒が発生しやすい時期は、書面や口頭にて各店
舗と情報共有を行っています。また、全従業員を対象に食品衛生
検査を実施しています。
　ゴミは設置した場所において分別を徹底した上で、委託業者に
より適正に収集が行われています。
　植栽及び害虫駆除はその都度実施しています。

①衛生上の安全管理のため、法令に則した食品衛生検査を実施
し記録しています。また、事務所と食品を取り扱う各店舗とで細
目に情報共有を行うなど、食中毒等が発生しないよう注意を払っ
ています。

②ゴミ処理については分別が適切に行われており、施錠を行うな
ど管理も徹底されています。また、ゴミ処理については、市に登
録されている適正な業者により行われています。

③植栽については、手の届く範囲は職員により行われ、高所のも
のについては職員の立会のうえで業者に委託しています。害虫・
害鳥駆除については必要に応じて対処をしています。

③適正な植栽管理と定期的な害虫駆除を実施し、美しい景観が維持されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②ゴミ処理等における衛生管理や分別は適切に行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（３）衛生管理・植栽管理

①感染症や食中毒等が発生しないよう、料理業者に対する指導を適切に行っているか。
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　　　できていない

　　　非該当

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　清掃業務を委託するだけでなく、職員巡回時において必要があ
る場合は、その都度清掃等を実施し、施設内の衛生的な状況を
保つよう努めています。

①清掃業務については、仕様書や事業計画書に沿って適切に行
われています。チェックリストも作成して管理しており、ワックスが
け等業者へ委託する際には職員による立会も実施しています。

②施設内には目立ったゴミ等なく、好感の持てる衛生的な環境
です。特に、過去複数回利用者から指摘のあった天井の清掃に
ついては、清掃方法を工夫するなどして対処し、職員による定期
巡回時もゴミや埃の有無等を確認しています。

　　　できていない

　　　できている

　　　概ねできている

　　　非該当

　　　できていない

評価機関　チェック

　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない

指定管理者　チェック

指定管理者　記述 評価機関　記述

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている

　　　非該当 　　　非該当

（４）清掃業務

①事業計画書等のとおり清掃業務が行われているか。
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Ⅲ．組織運営及び体制

（１）施設の目的・基本方針の確立

①施設の設置目的や市の方針が正しく理解され、設置目的・方針等に基づいた管理運営上の基本方
針が策定されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②職員は設置目的や基本方針を理解しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③施設の利用者に対し、設置目的や基本方針が周知されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　当施設は館長を中心に施設の設置目的に基づいた運営を行っ
ています。
　施設の利用者に対しては、パンフレットやホームページ、ブロ
グ、イベントチラシ等を通じて告知を行っており、設置目的等を理
解していただくよう努めています。

①施設の設置目的に合致した管理運営上の基本方針が事業計
画書に明記されています。

②指定管理者である株式会社まちづくり川越は、開設当初から
当施設を管理しており、職員は施設の設置目的や基本方針につ
いて十分に理解しています。

③パンフレットやホームページに加え、敷地内の施設案内を通し
て施設の設置目的や基本方針を周知しています。施設の利用者
は年々増加しており、当施設の認知度が高まっているといえま
す。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　現存に適合した職員体制が概ね取られており、従業員の労働
環境及び労働条件は適正に確保をしています。

①指定管理者申請時に作成した事業計画書に記載の組織体制
に対し、現状は適正な人員が配置されています。

②仕様書では、管理上必要があると認めるときを除き休館日は
なしとしており、元日を除く364日開館しています。

③現状は、現在の職員数で特段の支障はないと思われますが、
業務量の変化が大きく年々利用者も増えていることからも、職員
に過度な負担が掛からないよう今後注意が必要と思われます。

④館長を含む全職員が、各店舗へ補助に入れるような体制と
なっており、休憩や休暇等の取得にも配慮がされています。団体
利用が多いことから、繁忙・閑散の差は大きいと思われるので、
繁忙時に人手不足とならないよう各店舗の人員配置には注意が
必要と考えます。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

④従業員の適正な労働環境・労働条件が確保されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③各業務に対し無理のない職員数が配置されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　非該当 　　　非該当

②協定書のとおり営業日数が確保されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（２）業務体制と職員配置

①協定書・事業計画書等で定めた職員体制がとられているか。
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　各種団体による研修等に参加しています。対象者以外でも研
修等の告知物を共有し、希望者が参加できるような仕組みを作っ
ています。
　社内及び会議において職員からの提案が随時行われており、
適切な業務改善を行っています。

①例年、会計や労務管理等に関する研修に参加しています。ま
た、参加者からの研修内容還元や、希望者が研修に参加できる
ようにしています。一方、事業計画書では「AEDを常に使用できる
状態に保つとともに、適切に使用できるよう訓練等に参加する」と
ありますが、現場ではAED設置場所の表記が隠れている、AED
の上に物が置いてあるなど周知が未徹底の箇所もあります。

②スケジュールやシフトを調整することに加え、職員が研修に参
加することで手薄となる現場については、事務所の職員が補助
に入れるような体制を築いています。

③毎日の朝礼に加え、毎月開催される会議など、意見や提案な
ど発言の場が用意されています。また、雇用形態等に関わりな
く、活発な意見交換が行われています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③職員から業務改善やサービス向上の提案が活発に行われているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②職員が研修に参加しやすい環境を整えているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（３）人材育成

①職員の研修計画が作成され、計画どおり研修が行われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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　川越市個人情報保護条例に基づき、個人情報の適正な取り扱
いをするとともに、当社独自に個人情報保護規程を整備し、全職
員に配布及び指導をしています。

①個人情報保護条例だけでなく、指定管理者独自の保護規程を
整備するなど、管理に関して高く評価できます。

②施設運営上取り扱う個人情報については、収集範囲や利用目
的などが明確にされており、目的とは異なる使用はされていませ
ん。

③指定管理者独自の個人情報保護規程を整備しており、全職員
に配布及び指導している関係から、個人情報保護の重要性につ
いて十分理解しています。

④個人情報については、事務所内にて一括管理をしており、事
務所は二重のロックがされています。パソコンについては、データ
だけでなく本体も持ち出しができないようセキュリティワイヤーで
繋がれており、適正な管理が行われているといえます。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

④個人情報の漏洩・滅失・き損及び改ざんを防止する等、個人情報の適正な管理のために必要な措
置が講じられているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③個人情報の取扱いについて職員に対し研修等が行われており、職員は個人情報保護について十分
に理解しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

②個人情報を収集する際には使用目的が明示され、目的以外に使用されていないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（４）個人情報の保護

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　危機管理対応マニュアルを作成し、全職員に配布及び指導をし
ています。また、防災訓練を年2回実施し、緊急時の避難誘導等
の役割分担を徹底しています。
　緊急時には市の所管課等及び各関係機関に通報や報告がで
きるよう連絡先の整備をし、社内にて連絡網の共有をしていま
す。

①利用者の体調不良や災害発生時など、各種緊急時の対応に
関するマニュアルが作成されています。

②緊急時の対応に関するマニュアルは全職員に配布され、年2
回実演を含んだ防災訓練も行っています。一方、AEDについて
は、常に誰でも使用できるように管理する必要があると考えま
す。

③緊急時の連絡先一覧と連絡網が作成されており、職員にも周
知されています。また、緊急時の対応マニュアルにもその旨が記
載されています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③緊急時の連絡体制は十分に整備されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②職員は緊急時のマニュアルや対応手順について基本的な内容を理解しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

Ⅳ．緊急時の対応

（１）緊急時対応の仕組み

①緊急時のマニュアルや対応手順等を作成しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　営業中は定期的に巡回を行っており、営業時間外は機械警備
を実施しています。各店舗において緊急時は管理事務所への連
絡の他、状況により警察へ通報することを徹底しています。
　鍵の管理簿を作成し、取扱総責任者及び管理責任者により、
鍵の貸出状況を管理しています。

①日中は、駐車場・広場を含んだ敷地内の巡回を定期的に行っ
ています。また、夜間の防犯業務は、外部の専門業者に委託し
ており、仕様書等のとおり適正に行われています。

②鍵の取扱いに関する管理簿が作成されており、責任者による
管理が徹底されています。

③日中は職員による定期的な巡回が、夜間は外部の専門業者
による管理がされており、事故や犯罪を未然に防ぐための適正な
対応をしています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③事故や犯罪を未然に防止するために、定期的に施設内の巡回を行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②鍵の管理者・管理方法が明確になっているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（２）防犯対策

①協定書・仕様書等のとおり防犯・警備業務を実施しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　安全管理マニュアルを整備し、巡回や定期点検等を実施するこ
とで利用者の事故防止に努めています。
　職員に対して事故の可能性が予見される場合は直ちに報告す
るよう指導しています。

①安全管理に関するマニュアルが作成されており、事故防止に
努めています。

②安全管理に関するマニュアル、巡回時のチェックリストを使用し
て安全管理が行われています。AEDの管理は、体調を崩した利
用者のためにも重要ですので、点検時には注意が必要です。

③重篤な事故は発生しておりませんが、過去に利用者の運転す
る自動車の関係で近隣住民から苦情があったことから、駐車場
の管理体制を強化しています。駐車場が狭いことや、接道が一
方通行であることなどから交通事故が発生するリスクは高く、今
後も厳格な管理が期待されます。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③発生した事故について記録を作成し、改善のための対応がとられているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②チェックリストやマニュアルを使用して施設・サービスの安全性が点検されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（３）事故防止対策

①事故防止のためのチェックリストやマニュアルが整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　　　非該当

　　　概ねできている

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　危機管理対応マニュアルの整備をしています。
　避難経路が確保されており、緊急時に利用者が安全に避難で
きるよう、防災訓練を年2回実施しています。
　緊急時には消防署や病院、市の所管課等の各関係機関に通
報や報告が出来るよう連絡先の整備をしています。

①防災に関する危機管理対応マニュアルが整備されています。
また、専門機関による消防機器等の点検も定期的に実施されて
います。

②年に2回防災訓練が実施されています。防災訓練では、利用
者が安全に避難できるよう、誘導方法等について十分に理解をし
ています。

③避難経路については各所に明示されており、障害となるものは
一切置いてありません。利用者が安全に避難できるよう、十分な
配慮をしています。

④緊急時には、消防署や近隣の病院、市の所管課等との連絡
が迅速にできるよう、連絡先の一覧やマニュアルが整備されてい
ます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②避難訓練や防災訓練が実施されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（４）防災対策

①防災に関するマニュアル等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　常勤職員が経理を担当し、適正な会計処理を遵守しています。
また、帳簿等も適切に管理及び保管しています。
　現金や印鑑、通帳に関しても取扱責任者により適切に管理して
います。

①会計・経理処理は常勤の職員が担当し、適正に行われていま
す。各店舗の売上げ等については、毎日事務所で一括管理する
ことになっており、管理方法や基準についても明確にされていま
す。

②会計・経理処置は、常勤の職員が担当しています。

③経理帳簿、伝票等は、責任者が鍵の掛かるロッカーで適切に
管理しています。

④現金については、事務所で一括管理をし、定期的に金融機関
が集金しており、施設に多額の現金が残らないよう努めていま
す。印鑑・通帳についても、責任者が適切に管理しています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②経理を担当する職員が配置されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

①適正な会計処理が行われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理

（１）指定管理料の執行状況
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　業務委託契約等について相見積もりの実施、軽微の修繕を職
員で行うことで経費の圧縮に努めています。
　年々業務量が増加していく中で、各職員が効率化を意識して取
り組むことで、業務の改善が図れています。

①年々利用者・収入ともに増加傾向ですが、当初計画に対して
は大幅に乖離している状況です（平成26年度収入は、当初計画
に対し約60.7％）。来場者増加のためのイベント強化など、現在
取り組んでいる積極的な対策を引き続き期待します。

②事業報告書は、年度ごとに作成されており、業務の実施状況
等が報告されています。自主事業や各店舗ごとの業績等につい
ても適正に報告されており、問題は見受けられません。

③一部植栽の管理や軽微な修繕など、職員による努力で経費の
圧縮が図れています。また、事務所に入金機を設置することで、
現金や売上管理等が簡易かつ正確に行えており、会計に係る事
務の効率化が図れています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

③経費削減や業務の効率化に取組んでいるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②事業報告書・収支決算書は適正に作成されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

（２）収支決算状況

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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Ⅵ．適正な労働条件の確保及び労働環境の整備

（１）雇用契約と協定等

①就業規則、雇用契約、労使協定等の労働条件は適正な内容となっているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②各種労使協定は適正か。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③就業規則は労働者に周知されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　就業規則は適正に届出をし、当社職員に配布、周知をしていま
す。また、各種労働条件や労使協定についても適正に行ってい
ます。

①就業規則、雇用契約、労使協定等は、法令等に基づいた適正
なものとなっています。

②労使協定は、法令等に則した適正なものとなっています。

③就業規則は、全職員に配布されており、内容について周知さ
れています。
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（２）安全衛生関係

①健康診断の実施、産業医等の選任、業務災害への対策状況は適正か。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②喫煙対策などが行われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　健康診断の実施をしています。喫煙者に対しては従業員専用
の喫煙所を野外に設け、社内分煙を徹底しています。

①年に1度、健康診断を実施しています。職員数の関係から、産
業医の選任は不要となっています。また、雇用保険や労災保険
は整備されており、業務災害への対策は適正といえます。

②敷地内に従業員専用の喫煙所を設けるなど、社内分煙が徹底
されており、喫煙に関して適正な対策が行われています。
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　労働時間の管理はタイムカード及び管理体制により適正に行っ
ています。また、休日等の取得状況も適正に管理しています。

①労働時間を管理するタイムカードは、出・退勤時に事務所で打
刻するようになっています。備考欄には遅刻や早退の理由など、
勤務時間に関するメモが記載できるようになっており、管理者は
毎日適正に管理を行っています。

②職員の希望に応じ休暇が取得できるよう、シフトを組む際には
配慮を行っています。また、事務所職員も各店舗の業務を援助で
きるようになっており、職員の都合により不測の休暇が生じても
対応できるような体制となっています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

②休暇・休日の取得状況及び管理は適正か。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（３）労働時間

①労働時間は適正に管理されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　給与は労働契約及び就業規則より適正に支払を行っていま
す。また、最低賃金額は確認しており、当該賃金を下回る労働契
約はありません。

①給与は、賃金台帳による適正な計画に基づき支払いが行われ
ています。

②給与は、労働契約に基づいた支払日に適切に支払われていま
す。

③最低賃金額は確保されています。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③最低賃金は確保されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②労働契約に基づいた支払日に適切に支払われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

（４）給与

①賃金台帳等から適正な計画に基づき支払いが行われているか。
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（５）各種保険加入・法定帳簿等の整備

①社会保険・労災保険・雇用保険への加入状況、手続きの時期等は適正か。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　社会保険等の加入及び手続き、労働者名簿等の労務に関する
書類は整備しています。

①社会保険、労災保険、雇用保険等、各種保険の加入が確認で
き、加入時期等に問題は見られませんでした。

②労働者名簿、賃金台帳、出勤簿（タイムカード）、労働条件通
知書（雇用契約）等、各種労務関係書類が整備されていることを
確認しました。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述
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＜Ｉ～Ⅵの評価項目で評価し切れなかった特筆すべき事項＞ ＜特筆すべき取組み・サービス＞

・自主事業として取り組んでいる各種イベントについては、年間
100 回以上実施しており来場者の増加に大きく寄与しています。
また、年に1度、小江戸川越観光協会とともに東京都内で観光誘
致のキャンペーンも行っており、地域団体等と連携して観光客・利
用者増加のための積極的な取り組みが行われています。

・本施設では、地場産農産物、川越ブランド産品、川越市の姉
妹・友好都市の特産物等の販売や、川越市の特産品を素材とす
る料理の提供を行っています。これらの産地の取扱い等について
は厳格に管理し、納入業者に対しては産地の証明書の提出を依
頼するなど徹底しています。食品衛生責任者の資格保有状況に
ついては、各店舗の店長と事務所それぞれでチェックしており、
厳格な管理を行っています。衛生上の安全管理のため、法令に
則した食品衛生検査を実施し記録しており、事務所と食品を取り
扱う各店舗とで細目に情報共有を行うなど、食中毒等が発生しな
いよう注意を払っています。

・各店舗の繁忙時や休暇等の取得の関係で現場が手薄となる場
合は、館長を含む事務所職員が支援に行けるよう体制が整備され
ています。また、施設内には地域文化等に関する書籍も常備され
ており、仕様書に記載されている地域文化等の職員教育につい
ても対応しています。

＜改善すべき点・課題＞ ＜特に改善を要する点＞

Ⅶ．その他

指定管理者　記述 評価機関　記述

　上記イベント事業の強化は長期的な計画であるため、今後も既
存イベントの改善、市民や各種団体との共同による当施設ならで
はのイベントを開催することで、市民と観光客との交流の場として
発展させ、これまで以上の来場者数の増加を目指します。

・緊急時の対応としてAEDが常備されていますが、ＡＥＤの案内が
他の掲示物で一部隠れていたり、AEDの上に物が置かれていたり
と、周知や緊急時の対応としては改善の必要があります。

＜評価機関からの提案＞

・お土産処の明治蔵や食事処の大正蔵は利用者・売上ともに増
加傾向ですが、地元野菜の販売や軽食を提供する昭和蔵は利用
者・売上ともに減少しています。原因分析を行うとともに、他店舗と
連携を図りながら対策を講じることが望ましいと考えます。

　当施設の認知度及び来場者数を高めるという観点から、イベント
事業（自主事業）の強化に取り組んでいます。
　市民や各種団体の協力もあり、イベント開催数は年々増加して
おり、結果として施設全体への来場者数増加に繋がっています。
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