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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、使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、協定書・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 
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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、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。 

 

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、5 つの大項目と 22 の中項目、70 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利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか。 

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
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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． 利用者の受付体制・受付方法 

評価のポイント 

①協定書・仕様書等で定めたとおり、利用申請予約の受付、利用許可に関する業務を適正に行っているか。 

②利用者が施設や備品を使用する際には、使用方法等の指導を適切に行っているか。 

③利用状況を記録し、定期的に報告を行っているか。 

 

ⅴ． 自主事業 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり、自主事業を実施しているか。 

②施設の設置目的に則した事業内容となっているか。 

③実施した事業の振り返りを行い、次年度以降の計画に活かされているか。 

 

ⅵ． 広報・ＰＲ活動 

評価のポイント 

①広報誌・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施設の利用を促進する案内・チラシが作成され、市民の目に留まる場所等に備えられているか。 

③施設内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。 

 

ⅶ． 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。 

 

ⅷ． 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。 
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ⅸ． 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・連携を行っているか。 

②地域活動等へ積極的に参加・協力しているか。 

③他の同種施設等と連携し、情報交換等を実施しているか。 

 

 

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． 清掃業務 

評価のポイント 

①計画的な清掃業務が実施されているか。 

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． 施設の設置目的・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仕様書のとおり開館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、計画どおり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、個人情報の適正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・仕様書等のとおり防犯・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組んでいるか。 
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（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 川越市総合福祉センター 

所在地 埼玉県川越市小仙波町 2 丁目 50 番地 2 

敷地面積 5721.59 ㎡ 

建物面積 2820.79 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造、地上 3 階建 

開設年月 平成 7 年 7 月 

館内設備 大広間、教養娯楽室、普通浴室、おもちゃライブラリー、 

温水プール、体育室、社会適応訓練室、研修室（第 1、第 2）、 

創作室、調理実習室、機能回復訓練室、日常生活訓練室、相談室、

点訳室、看護室 

休館日 毎週月曜日、国民の祝日、12 月 29 日～1 月 3 日 

施設概要 市内に住む障害者や高齢者の方々を主な対象とし、種々の研修・相

談・訓練等を通じて自立を支援し、創作活動･レクリエーション等

への参加交流を通じて生きがいのある生活と豊かな文化を創造し、

併せてスポーツの場・入浴サービス・給食サービス等を提供するこ

とにより健康の維持増進を図り、もって福祉の向上を推進すること

を目的に設立された施設。 

年間の利用者数は 121,289 人（平成 28 年度）。 

② 指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・施設の管理全般に関する業務 

・施設の運営に関する業務 

・施設（設備及び物品を含む）の維持管理に関する業務 

・環境の維持管理に関する業務 

・その他の業務（時間外受付管理業務、夜間機械警備業務、駐車場の維持管理、等） 

 

＜過去３年間の指定管理料＞ 

年度 指定管理料（消費税込） 

平成 27 年度 225,893,000 円 (決算額) 

平成 28 年度 228,686,000 円 (決算額) 

平成 29 年度 231,539,000 円 (予算額) 
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③ 指定管理者の概要 

名称 社会福祉法人川越市社会福祉協議会 

所在地 埼玉県川越市小仙波町 2 丁目 50 番地 2 

代表者 理事長 小川 倫勝 

事業内容 

川越市における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉

の推進を図ることを目的に各種事業を展開している。 

設立年月 昭和 26 年 3 月 

指定管理対象 

施設の管理実績 

昭和 57 年度から平成 17 年度までの 27 年間は市からの受託事業と

して、平成 18 年度からは指定管理者として管理運営に携わるなど、

長年の管理実績がある。 

 

 

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 27 年度 施設管理に関する指定管理業務は、協定

書・仕様書・事業計画に基づき良好に行わ

れた。 

利用状況については、利用件数が減少して

いる。利用者の高齢化により、新規の高齢

者及び障害者の利用登録者の減少、無料送

迎バスで利用できる施設や駅に近い公共

施設など、交通手段の便利な施設へ利用者

が移行したことが原因と考えられる。 

利用者の要望を積極的に取り入れ、講座等

の事業数が増加したことにより、受講者数

の増加がみられたことは評価できる。平成

26 年度 70 事業（11,527 人）・平成 27 年

度 88 事業（13,821 人）。 

センター事業の PR を積

極的に行うとともに、利用

者ニーズを的確に把握し、

市民サービスの向上、経費

の削減に努めること。 

退職者等が生じることに

より、事業に影響が出ない

ように、今後も適切に職員

配置をすること。 

平成 28 年度 管理運営については、協定書・仕様書・事

業計画に基づき良好に行われた。 

利用状況については、利用件数が減少して

いる。利用者の高齢化により、高齢者利用

の減少、無料送迎バスで利用できる施設や

駅に近い公共施設など、交通手段の便利な

センター事業の PR を積

極的に行うとともに、利用

者ニーズを的確に把握し、

市民サービスの向上、経費

の削減に努めること。 

退職者等が生じることに
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施設へ利用者が移行したことが原因と考

えられる。 

その一方、利用者の要望を積極的に取り入

れ、講座等の受講者の満足度は 80％を超

える状況であり、講座等の事業数を昨年度

と同様に維持したことにより、受講者数の

増加がみられたことは評価できる。H27

年度 88 事業（13,821 人）・H28 年度 88

事業（14,347 人） 

より、事業に影響が出ない

よう、今後も適切な職員配

置に努めること。 
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（２）近隣市の同種施設との比較 

川越市と近隣 4 市の同種施設の概要、指定管理者制度の導入状況は以下のとおりです。 

 

  
市町村名 川越市 行田市 東松山市 日高市 草加市

人口

（Ｈ29.10.1現在）
352,393人 82,193人 90,178人 56,356人 247,843人

対象施設名 川越市総合福祉センター 行田市総合福祉会館 東松山市市民福祉センター 日高市総合福祉センター 草加市総合福祉センター

開館年 平成7年 ― 平成25年に改築 平成8年 平成4年

建物面積 6523.48㎡ 5239㎡ ― 5298㎡ 4297㎡

指定管理者
社会福祉法人
川越市社会福祉協議会

社会福祉法人
行田市社会福祉協議会

社会福祉法人
東松山市社会福祉協議会

社会福祉法人
日高市社会福祉協議会

社会福祉法人
草加市社会福祉事業団

施設設備

大広間、教養娯楽室、普通
浴室、おもちゃライブラ
リー、温水プール、体育室、
社会適応訓練室、研修室
（第1、第2）、創作室、調理
実習室

交流ロビー、生活指導室・
食堂、機能回復訓練室、
プール、おもちゃ図書館、
福祉・ボランティア団体活動
支援室、情報資料室、調理
実習室、交流・創作室、研
修室（第1～第3）

老人福祉センター（大広
間・介護予防トレーニング
室）　、ボランティアサポート
センター（ボランティアルー
ム等）　、コミュニティセン
ター（会議室・茶室）　、浴
場

浴室、研修室、大広間、教
養娯楽室（1～3）、調理実
習室、生涯学習室、余暇活
動室、会議室（A～C）、エン
トランスホール、多目的グラ
ウンド

日常生活訓練室・介助者
教室、教養文化室・音響
室、多目的室・映写室、研
修室（1～4）、茶・華道室、
囲碁・将棋室、大集会室、
陶芸教室、木工教室

利用料金

◎市内の①高齢者（60歳
以上）、②障害者（特定疾
患、被爆者等を含む）、の
方は無料。温水プール、体
育館について、一般の方も
有料で利用可能。

【温水プール】
市内：大人300円、小・中学
生150円
市外：大人450円、小・中学
生220円
【体育館（半面は半額）】
午前9時～正午：1,500円
午後1時～午後5時：2,500
円
午後6時～午後9時：3,000
円
1日：6,000円

◎市内の①高齢者（60歳
以上）、②障害者及びその
介護者等、③福祉団体・ボ
ランティア団体・公共団体・
公共的団体（条件あり）、の
方は無料。

【1時間料金】
第1研修室：300円
第2研修室：250円
第3研修室（全面）：550円
第3研修室（2/3面）：400円
第3研修室（1/3面）：200円
調理実習室：400円
交流・創作室：200円
【プール】
一般：600円
児童・生徒：300円

◎市内在住、在学、在勤の
方（老人福祉センターは60
歳以上の方）が利用可能。

【浴場】
60歳以上の方：100円
60歳未満の方：300円
【会議室・茶室】
午前：510円
午後：610円
夜間：720円
1日：1,840円

◎広域内（川越市・坂戸
市・鶴ヶ島市・日高市・川島
町・毛呂山町・越生町）の
高齢者団体、障がい者団
体、公共団体、公共的団体
等が使用する場合は無料。

【1時間料金】
研修室：1,000円
大広間（専用利用）：1,000
円
教養娯楽室：150円
調理実習室：350円
生涯学習室：500円
余暇活動室：350円
会議室：150円～250円
【浴室】
広域内：高齢者・障がい者
100円、就学前の児童無
料、それ以外200円
広域外：600円

◎貸館は、市内在住の高
齢者（60歳以上）・18歳以
上で障害者手帳をお持ち
の方が利用可能。

【2時間料金】
日常生活訓練室・介助者
教室：100円～150円
教養文化室・音響室：650
円～810円
多目的室・映写室：710円
～890円
研修室（1～4）：100円～
170円
茶・華道室：210円～320円
囲碁・将棋室：360円～450
円
大集会室：810円～1,010円
陶芸教室：140円～210円
木工教室：100円～150円

定員

大広間：45人
教養娯楽室：15人
普通浴室：男女各10人程
度
社会適応訓練室：54人
研修室：各30人
創作室：16人
調理実習室：15人

第1研修室：56人
第2研修室：50人
第3研修室：200人
調理実習室：23人
交流・創作室：24人 ―

研修室：300人
大広間（専用利用）：100人
教養娯楽室：10人
調理実習室：20人
生涯学習室：56人
余暇活動室：28人
会議室：6人～18人

―

年間利用状況

（H28年度） 121,289人 ― 約77,571人（H27年度）
129,193人

（H24・H25の平均）
142,203人（H27年度）

利用時間 午前9時～午後9時 午前9時～午後9時 午前9時～午後9時30分 午前9時～午後9時30分 午前9時～午後9時30分

指定管理期間

5年間
（平成28年4月1日～
平成33年3月31日）

5年間
（平成28年4月1日～
平成33年3月31日）

5年間
（平成26年4月1日～
平成31年3月31日）

3年間
（平成29年4月１日～
平成32年3月31日）

5年間
（平成28年4月1日～
平成33年3月31日）

公募/非公募 非公募 非公募 公募 非公募 非公募
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① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設のうち 4 施設が、指定管理期間を 5 年間としています。全

国的にも多くの指定管理者制度導入施設で指定管理期間を 3～5 年間としているこ

とから、総合福祉センターが採用している 5 年間の期間は妥当であると考えます。 

 

② 指定管理者の公募・非公募 

5 施設のうち、公募が 1 施設、非公募が 4 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。公募を選定した場合、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ほか、募集要項等を作成する過程で施設

そのものや管理運営のあり方を定期的に見直すきっかけとなることが期待されます。

総合福祉センターは、結果的には非公募で選定していますが、公募による選定につ

いても引き続き検討することが望ましいといえます。 

 

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、市内の高齢者や障害

者の方が無料で利用できる点については、同様の対応をしている施設もあります。

ただし、施設の安全経営やサービスの品質維持等の観点で考えると、収支や利用者

数等の状況によっては料金体系を見直すことも必要だと考えます。 

温水プールについては、一般の方も利用が可能となっており、市内の方からは大

人 300 円・小中学生 150 円、市外の方からは大人 450 円・小中学生 220 円を徴収

しています。規模や機能の違いがあるため単純に比較はできるものではありません

が、行田市では、プールの利用料金を、大人（一般）600 円・小中学生（児童・生

徒）300 円としていることから、総合福祉センターの利用料金が過大ということは

なく、妥当な水準といえます。 
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（３）第三者モニタリングの結果の総括 

指定管理者である社会福祉法人川越市社会福祉協議会は、指定管理者制度が導入さ

れる以前から本施設の施設運営にかかわっており、十分なノウハウを蓄積しているほ

か、各種業務を概ね適切に実施しているといえます。 

また、本施設は多くのボランティアの協力を得て事業を実施しており、ボランティ

アについては、子どもでも参加できる体験プログラムを実施するなど、地域の福祉推

進に関して大きく貢献しているといえます。 

一方で、業務に関して全般的にマニュアルが少ないことや、鍵や備品管理等に関す

る管理簿の整備が不十分な面なども確認されたため、これらの改善に取組む必要があ

ります。 

（４）特に優れている点 

① 施設の設置目的や基本方針を深く理解し、利用者の目線に立ったサービスの提供

が行われています。 

指定管理者は、長年にわたって本施設の管理・運営を行っていることから、施

設の設置目的や基本方針を深く理解しており、利用者の目線に立ったサービスの

提供が行われています。また、朝礼やミーティングにおいて職員が発言する機会

が設けられており、実際に職員からの提案により業務内容やサービスの提供方法

が改善されています。 

 

② ボランティアとの協働等を通じ、地域の福祉推進に関して大きく貢献しています。 

本施設では、多くのボランティアの協力を得て事業を実施しています。ボラン

ティアについては、子どもでも参加できる体験プログラムを実施するなど、地域

の福祉推進に関して大きく貢献しているといえます。また、他の同種施設を対象

に施設の設備を開放したり、備品の貸し出しを行ったりと、地域や同種施設と積

極的に連携・情報交換等を行っている点は高く評価できます。 

 

（５）早急に改善が必要な点 

① 業務の手順や注意事項等、第三者がみてもわかりやすいマニュアル・仕組み作り

が必要です。 

本施設が提供するサービスは多岐にわたりますが、全般的にマニュアルが少な

い状況にあります。マニュアルが無い場合、応対が属人的になり公平なサービス

提供に支障が出る懸念があります。また、指定管理者制度のもとでは、指定管理



 

 

17 

 

者の交代が起こり得ますが、サービスの維持・向上のためには業務の円滑な引き

継ぎが求められます。そのため、業務の手順や注意事項等、第三者がみてもわか

りやすいマニュアル・仕組み作りが必要です。 

 

② 鍵の管理状況を明確にするとともに、備品の管理方法を改善する必要があります。 

施設の鍵の管理について、規程は整備されているものの、日々の管理状況が不

明確となっています。管理簿を作成し、責任者がチェックをする体制とすること

が望ましいといえます。また、備品管理についても、電子データへの移行も含め

備品台帳を更新するとともに、点検記録簿を作成し、定期的に点検する必要があ

るといえます。 
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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 28個＞ 

指定管理者    できている 24個  概ねできている 4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 8個  できていない 1個 

① 利用者アンケート等の実施 

 意見箱、受講者アンケートなど、利用者に対してサービスに関する意見を収集

しています。アンケート結果については、施設内に掲示するなどして利用者に公

表することが望ましいといえます。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 施設内にはアンケート回収箱が設置されているほか、講座参加者へのアンケー

トを実施したり窓口等で直接意見や苦情等を受け付けたりと、利用者が意見や苦

情を述べやすい環境にしているといえます。アンケート等、書面で受け付けた意

見や苦情は記録が残されていますが、口頭で受け付けたものについては全て記録

されているわけではありません。担当者によって対応が異なることなく、サービ

スの標準化が図れるよう、常に記録することが望ましいといえます。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 事業内容に偏りはなく、利用者が限定されるようなことはありません。自主事

業等についても、利用者を意識した内容になっています。 

④ 利用者の受付体制・受付方法 

 仕様書、協定書等に定められたとおりの業務が行われています。利用状況は適

切に記録されており、市の所管課へは報告書の形で定期的に報告されています。 

⑤ 自主事業 

 毎年、施設の設置目的に則した自主事業が計画に基づいて実施されています。

しかし、人手不足の影響で、検討されたまま実施できなかった事業もあります。

調査対象とした平成 27・28 年度においては、職員の休職等により職員数が不足

する状況にありましたが、調査を実施した平成 30 年 2 月時点では、職員を採用

し適正な人員配置となっていることから、未実施であった事業を再検討すること

が望ましいといえます。 
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⑥ 広報・PR 活動 

 ホームページや指定管理者本部が発行する「社協だより」（全戸配布）により、

施設の PR やイベントの予告等を行っています。また、施設独自の広報誌である

「センターだより」も発行するなど、積極的に広報・PR 活動を行っています。 

⑦ 職員の応対・マナー 

 職員は名札を着用し、利用者が職員を一目で判別できるようになっています。

受付や電話の応対など、言葉遣いや態度は丁寧であり、好感の持てるものとなっ

ています。 

⑧ 職員の情報共有 

 本施設が提供するサービスは多岐にわたりますが、全般的にマニュアルが少な

く、業務習得に関しては OJT によることが多い状況にあります。マニュアルが無

い場合、利用者への応対が属人的になる懸念があります。業務の手順や注意事項

等、第三者がみてもわかりやすいマニュアル・仕組み作りが必要といえます。 

⑨ 地域や地域住民との連携 

 本施設では、多くのボランティアの協力を得て事業を実施しています。ボラン

ティアについては、子どもでも参加できる体験プログラムを実施するなど、地域

の福祉推進に関して大きく貢献しているといえます。また、他の同種施設を対象

に施設の設備を開放したり、備品の貸し出しを行ったりと、地域や同種施設と積

極的に連携・情報交換等を行っている点は高く評価できます。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 8個＞ 

指定管理者    できている 6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 6個  概ねできている 2個  できていない 0個 

① 建物・設備の保守点検 

 建物・設備は老朽化が進んでいますが、専門業者を含む定期的な点検等により

安全に利用できる状況が保たれています。 

② 備品管理と安全点検 

 備品台帳は整備されているものの、紙面のみで管理されている状況にあり、作

成されてから長期間経過しています。備品についても、備品シールが剥がれてい

るものが散見されたことから、電子データへの移行を含め再度管理を徹底するこ

とが望ましいといえます。また、備品の点検は不定期で実施されており、具体的

な記録が残されていません。実施日・担当者など、点検内容や結果に関する記録

を残すことが望ましいといえます。 

③ 清掃業務 

 清掃に関する業務は協定書・事業計画書に基づき適正に実施しています。施設

全体を目視したところ、目立った汚れやゴミ等はなく、衛生的な状況が保たれて

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 11個  概ねできている 0個  できていない 3個 

第三者評価機関  できている 9個   概ねできている 2個  できていない 3個 

① 施設の設置目的・基本方針の確立 

 事業計画書において、施設の設置目的等に合致した管理運営方針が明記されて

います。指定管理者は、長年にわたって本施設の管理・運営を行っており、職員

は施設の設置目的や基本方針を十分理解しています。 

② 業務体制と職員配置 

 仕様書には、職員数について「必要数を配置すること」と明記され、事業計画

書ではそれに基づいた職員数が明記されています。しかし、職員の休職等により、

実際の職員数が計画値を満たしていない状況が長期間続いていたことから、職員

の休暇取得などに支障が出ていました。 

③ 人材育成 

 指定管理事業の申請書には、内部研修の充実と外部研修・専門的研修への参加

が明記されており、職員には研修参加の環境が整えられています。しかし、職員

数が不足していた関係から、職員が研修参加を見送るケースがありました。 

④ 個人情報の保護 

 個人情報の取扱いに関する規程等が整備され、事務所内に掲示されています。

個人情報の取扱いに関する研修を実施しているほか、必要に応じてミーティング

や書類の回覧等により取扱い方法などの確認を行っています。 
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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 10個  概ねできている 3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 5個 できていない 0個 

① 緊急時対応の仕組み 

 地震や台風など、自然災害時の対応手順等のマニュアルが整備されています。

非常訓練では、全職員を対象に安全講習が実施されており、職員は緊急時の対応

手順等について理解しているといえます。 

② 防犯対策 

 夜間の防犯業務は外部の専門事業者に委託しているほか、日中は職員による巡

回が行われており、仕様書のとおり安全管理に配慮した運営がされています。鍵

の管理者は特定の常勤職員となっており、鍵の取扱い規程も整備されています。

ただし、管理簿等が整備されておらず鍵の所在が不明確であるため、管理方法は

改善することが望ましいといえます。 

③ 事故防止対策 

 施設管理や AED等の機器について、安全確認用のチェックリストが整備されて

います。また、そのチェックリストを用いて施設や AEDなどについて毎日安全に

関する点検が行われています。 

④ 防災対策 

 消防計画に基づき、年に２回総合訓練が実施されています。訓練は、避難器具

の使用を含めた避難訓練や、消火器の使用を含めた防災訓練など、実際の事案を

想定した内容となっています。避難経路には障害物がないほか、通路が傾斜路（ス

ロープ）になっているなど、車いすを使用される方でも避難しやすい施設環境と

なっています。ただ、他の施設に比べて目の不自由な利用者が多いことを考える

と、点字を用いた避難経路図の掲示・配布や、施設利用時の詳細説明など、安全

面に関して取組まれることが望ましいといえます。 
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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  7個  概ねできている 0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 1個  できていない 0個 

① 指定管理料の執行状況 

 会計・経理処理は、指定管理者の本部で専任の担当者が行っており、適正な管

理体制が整備されています。施設においては、担当職員が予算・利用料の管理を

行っているほか、責任者がチェックをする体制が整備されています。 

② 収支決算状況 

 収支管理については、当初計画に対して 1,000万円超の大幅な乖離が生じてい

ます。その要因は、長期休職していた常勤職員の人件費返還や経営努力による経

費削減などによるものですが、安定的な経営と予算執行のためにも、人事体制の

見直し後には乖離のない収支計画を作成することが望ましいといえます。 
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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 27 年度と平成 28 年度の施設の収支計画と実績は以下のとおりです。計画に対

して大幅に下回る実績となっていますが、安定的な経営と予算執行の観点から、乖離

のない計画を策定することが望ましいといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画は指定管理者の当初予算 

単位：円

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成28年度

計画 実績 計画 実績

225,893,000 225,893,000 228,686,000 228,686,000

225,893,000 225,893,000 228,686,000 228,686,000

0 0 0 0

0 0 0 0

97,323,000 89,130,240 98,479,000 92,007,304

51,216,000 47,631,028 51,160,000 49,095,665

14,505,000 13,636,241 15,299,000 14,985,518

18,075,000 16,382,027 18,358,000 15,731,536

13,527,000 11,480,944 13,662,000 12,194,585

8,844,000 8,544,106 8,806,000 8,698,564

137,000 132,600 137,000 132,600

1,150,000 1,245,636 1,100,000 1,090,482

320,000 307,590 280,000 279,914

1,720,000 1,451,400 1,720,000 1,765,400

24,000 20,088 49,000 49,270

326,000 287,518 434,000 409,507

923,000 931,376 864,000 780,662

44,000 19,098 22,000 24,729

4,200,000 4,148,800 4,200,000 4,166,000

116,758,000 108,779,290 118,172,000 106,970,821

318,000 299,297 318,000 256,263

360,000 290,760 320,000 313,416

179,000 84,384 169,000 85,160

125,000 94,300 85,000 80,460

2,750,000 2,651,678 2,800,000 2,857,098

53,000 0 53,000 52,704

47,500,000 42,146,572 48,500,000 39,028,223

6,000 3,801 5,000 3,758

3,800,000 4,500,880 4,200,000 5,527,470

468,000 311,448 460,000 325,996

2,112,000 1,192,463 2,125,000 1,198,867

36,400,000 35,390,776 36,500,000 35,431,083

1,250,000 1,200,427 1,200,000 1,193,220

277,000 215,760 236,000 214,770

2,605,000 2,499,766 2,631,000 2,546,955

46,000 45,400 61,000 52,400

18,500,000 17,842,578 18,500,000 17,793,978

9,000 9,000 9,000 9,000

2,968,000 3,159,090 3,229,000 3,102,010

2,968,000 3,159,090 3,229,000 3,102,010

0 13,354,188 0 16,464,002

225,893,000 222,966,914 228,686,000 227,242,701

0 2,926,086 0 1,443,299

科目

収入合計

人件費

支出合計

指定管理料

雑収入

受取利息配当金収入

返還金

教養娯楽費

消耗器具備品費

車輌費

諸謝金

賃借料

保険料

事務消耗品費

印刷製本費

差　引

職員賞与

非常勤職員給与

職員給与

手数料

業務委託費

法定福利費

通信運搬費

事業費

事務費

福利厚生費

租税公課

諸会費

職員被服費

旅費交通費

研修研究費

水道光熱費

燃料費

拠点区分間繰入金

拠点区分間繰入金

修繕費

通信運搬費

広報費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

保守料
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（２）財務・経営に関する考察 

① 指定管理料について 

本施設は、大多数の利用者が無料で施設を利用しているため収入のほぼ全てが

指定管理料によるものとなっています。施設の性質上、利用料金制度を採用する

ことはできませんが、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、サービス水準の維持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 

施設における社会福祉法人川越市社会福祉協議会の常勤職員を勤務実績に応じ

て換算すると、平成 28 年度は 10.92 人となります。この常勤職員数による１人

あたりの人件費（福利厚生は含まない）を計算すると、平成 28 年度実績で 5,870

千円となります。これは、厚生労働省の平成 28 年賃金構造基本統計調査による

同業種（その他サービス業）の民間の平均賃金である 3,061 千円と比べ多額にな

っています。 

業務の内容や勤続年数等が異なるため、一概に人件費の水準が高いとは判断で

きませんが、指定管理料が多額であることを踏まえると、効率的な人員配置等に

より人件費の圧縮を図ることが望ましいといえます。 

 

③ 光熱水費について 

 平成 27 年度、平成 28 年度ともに当初計画を下回っています。特に、平成 28

年度は、経費削減に係る経営努力や、見積時よりも単価が低く推移したことなど

もあり、計画に対して大幅に下回る実績となっています。 

 

④ 業務委託費について 

 施設内の清掃、プールの管理運営、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、業者の選定に入札を導入するなど費用抑制の対策がとられてお

り、委託費の削減に努めています。 

 

⑤ 修繕費について 

 建設から 20 年以上が経過していることから、施設の老朽化が進んでいます。

そのため、修繕費が増加傾向にあり、当初計画よりも多額となっています。現在

は、点検等により不具合の早期発見に努め、修繕費の最小化を図っていますが、

大規模な修繕や機能更新などが一時期に集中しないよう、中長期的な修繕計画の

策定を検討することが求められます。 
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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29年度

 　一般財団法人 長野経済研究所

平成２９年８月

指定管理者第三者モニタリング

評価シ－ト

     施設名　　　　　：　　川越市総合福祉センター

     指定管理者　　：　　社会福祉法人 川越市社会福祉協議会
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指定管理者　自己評価

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

・利用者の皆様に安全安心に楽しんでいただくと共に、生
きがいを実感していただける施設運営と、公の施設として、
利用者が公平に利用できることを心掛けています。
・各種事業においては、高齢者、障害者の自立支援、生
きがいづくり、健康の維持増進の3つの目的に沿って事業
展開を図っています。
・医師や看護師による健康相談、理学療法士による介護
予防のリハビリ相談を随時受け付け、気軽に相談できる環
境を整えています。
・高齢者に対しては、介護予防と健康寿命の伸張を目指
した講座の充実を、障害者には筋力維持や余暇支援等を
目指した講座を開講しています。
・職員は様々な障害を持った利用者に対応できる資質を
養い、講座受講生が楽しく参加できるよう、コミュニケーショ
ンを積極的にとりながら、雰囲気づくり・信頼関係の構築に
努めています。
・ハンディのある方も可能な限り受講できるよう創意工夫を
しています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・法令に基づき、各種の検査点検等を実施するとともに、
定期的な保守点検や清掃等を行い、施設の維持管理に
努めています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・川越市総合福祉センター条例及び同条例施行規則に
基づき、施設責任者や仕様書に対応できる職員、専門職
を配置し、サービス向上に努めています。

評価結果の総括

第三者評価機関　評価

①建物・設備は老朽化が進んでいますが、専門業者を含む定期
的な点検等により、安全に利用できる状況が保たれています。

②備品台帳は整備されているものの、紙面のみで管理されている
状況にあり、作成されてから長期間経過しています。備品につい
ても、備品シールが剥がれているものが散見されたことから、電子
データへの移行を含め再度管理を徹底することが望ましいといえ
ます。

③施設内にゴミ等は落ちておらず、衛生的な環境が保たれてい
ます。

①アンケート等によって、利用者や講座参加者の意見・苦情等を
収集しています。アンケート結果については、施設内に掲示する
などして利用者に公表することが望ましいといえます。

②事業内容に偏りはなく、利用者が限定されるようなことはありま
せん。自主事業等についても、高齢者や障害者といった利用者を
意識した内容になっています。

③ホームページや指定管理者本部が発行する「社協だより」（全
戸配布）により、施設のPRやイベントの予告等を行っています。ま
た、施設独自の広報誌である「センターだより」も発行するなど、積
極的に広報・PR活動を行っています。

④本施設では、多くのボランティアの協力を得て事業を実施して
います。ボランティアについては、子どもが参加できる体験プログ
ラムを実施するなど、地域の福祉推進に関して大きく貢献している
といえます。また、近隣の同種施設を対象に施設の設備を開放し
たり、備品の貸し出しを行ったりと、連携や情報交換等について積
極的に行っています。

①事業計画書において、施設の設置目的等に合致した管理運営
方針が明記されています。また、指定管理者は、長年にわたって
本施設の管理・運営を行っており、職員は施設の設置目的や基
本方針を十分理解しています。

②職員の休職等により、業務遂行に必要な職員数を満たしていな
い状況が長期間続いていたことから、職員の休暇取得などに支障
が出ていました。

③事業計画書には、職員研修に関する記載がありますが、実施
時期や人数など、具体的に明記することが望ましいといえます。

④個人情報については、取扱いに関する研修を実施しているほ
か、必要に応じてミーティングや書類の回覧等により確認を行って
います。
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指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

・東日本大震災を教訓に、いざという時に必要な行動が、
迅速に行えるよう、日頃から災害に対する対応を学ぶととも
に、避難訓練等を実施し、信頼性の高い公共施設の管理
運営に努めています。また、日々のミーティング等におい
て、利用者情報やヒヤリハット、苦情等の共有化に努める
とともに、防災危機管理マニュアル等を整備し、安心安全
に利用できる施設の充実に努めています。
本施設は、災害時等の避難所に指定されていませんが、
被災者の受け入れや、市からの各種の要請・依頼等に対
し、協力できる体制をとっております。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

・日頃から節電、節水に対し、館内に張り紙等で周知を行
うとともに、職員一人ひとりに意識を持たせ節電に努めてい
ます。また、夏季においては、２基あるボイラーのうち1基の
ボイラーを停止し、１基運転とするなど光熱水費の節減に
も努めています。
・事務用品、消耗品等につきましては、無駄使いの防止な
ど節約の意識を高め、一部の業務委託については、複数
年契約を導入し経費の削減に努めています。

Ⅵ
．
そ
の
他

・施設内には、社会福祉協議会の事務所が設置されてお
り、多岐にわたる事業活動を実施し、地域に根ざした福祉
の充実に努めています。また、市の老人クラブ連合会等、
各種団体の利用も多く、地域福祉の拠点施設として、活用
されています。
・障害者の余暇活動支援や、高齢者の健康づくりを意識し
た講座等の充実を図っています。
・利用登録後５年を経過した方に対しましては、利用登録
証の確認を行うことで、安心して利用できる施設の運営に
取組んでいます。
・職員一人ひとりが、利用者とつながりを持つよう、職員の
意識向上に努めています。

①地震や台風など、自然災害時における対応手順等のマニュア
ルが整備されています。非常訓練では、全職員を対象に安全講
習が実施されており、職員は緊急時の対応手順等について理解
しているといえます。

②夜間の防犯業務は外部の専門事業者に委託しているほか、日
中は職員による巡回が行われており、仕様書のとおり安全管理に
配慮した運営が行われています。

③安全確認用のチェックリストが整備されており、施設やAEDなど
について毎日安全性の点検が行われています。

④消防計画に基づき、年に２回総合訓練が実施されています。訓
練は、避難器具の使用を含めた避難訓練や、消火器の使用を含
めた防災訓練など、実際の事案を想定した内容となっています。

①会計・経理処理は、指定管理者の本部で専任の担当者が行っ
ており、適正な管理体制が整備されています。施設においては、
担当職員が予算・使用料管理等を行っているほか、責任者が
チェックをする体制となっています。

②事業報告書が年度ごとに作成されており、業務の実施状況や
収支決算について適正に報告されています。また、積極的に経
費削減に取組んでいる点は高く評価できます。ただし、長期休職
していた常勤職員の人件費返還などもあって、収支については当
初計画に対して大幅な乖離が生じています。人事体制の見直し
後には、安定的な経営と予算執行のためにも、乖離のない収支
計画を作成することが望ましいといえます。

第三者評価機関　評価
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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

・講座最終日に、受講生に対して、アンケートを実施し、講座内容
や応募人数、回数等に反映させています。
また、分析結果については、運営協議会にて報告を行っていま
す。
・平成28年度は、施設利用に関するアンケートを実施し、平成29
年度運営協議会で報告を行いました。

①意見箱、受講者アンケートなど、利用者に対してサービスに関
する意見を収集しています。

②アンケートで寄せられた意見を収集・分析していますが、公表
まではされていません。毎年の事業報告に合わせて、分析結果
や具体的な課題を市に報告することはもちろん、施設においても
公表することが望ましいといえます。

③意見・苦情等に関する報告をみると、現状の姿について利用者
に理解を求めるものが多いように感じられます。より具体的な対
応策を講じることが望ましいといえます。

　　　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

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

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

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

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている

　　　非該当
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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

・館内に意見箱を設置しています。また、直接、窓口や職員へ苦
情や意見を伝えてくる利用者もいます。
・講座では終了時にアンケートを行い、受講生から意見を伺って
います。
・文書での意見は、ほぼ匿名で行われるため、直接回答を行うこ
とができていません。

①施設内にはアンケート回収箱が設置されているほか、講座参
加者へのアンケートを実施したり窓口等で直接意見や苦情等を
受け付けたりと、利用者が意見や苦情を述べやすい環境にある
といえます。

②館長が責任者となり苦情解決を図っていますが、市への報告
が行われないケースがあるなど、体制や仕組みについては不十
分な面があるといえます。

③アンケート等、書面で受け付けた意見や苦情は記録が残され
ていますが、口頭で受け付けたものについては全て記録されて
いるわけではありません。担当者によって対応が異なることなく、
サービスの標準化が図れるよう、常に記録することが望ましいと
いえます。

④アンケート同様、受け付けた意見や苦情については対応策を
講じるだけでなく、施設に掲示するなどして公表する必要があり
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

　　　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利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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

　　　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

（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

　　　できている 　　　できている



 

 

31 

 

 

  

・リーフレットのほか、プール日程表、センターだより、近隣案内
地図などを用意しています。
・オアシスが発着所となっているシャトルバスの時刻表を掲示し
ています。
・高齢者福祉センター、障害者福祉センターとして、講座やイベン
トを数多く実施しています。平成28年度は全部で８８の事業を実
施しました。
・市内で唯一の障害者福祉センターとして、障害者を対象とした
講座の実施に力を入れています。
・知的障害者を対象とした講座では、金曜日の夜間や土曜日に
講座を開催するなど、学生や作業所等で働いている方が参加し
やすいよう工夫を行っています。
・引きこもり等により、学校や作業所等に通うことができなくなって
いる知的障害者の社会参加のきっかけ作りとして、一部の平日
開催講座で、知的障害者を含めた参加募集を行っています。

①施設内に案内が掲示されているほか、施設の入り口には施設
概要や利用案内等が記載されたリーフレットが設置されていま
す。

②施設の設置目的に則した、公平な事業運営ができているとい
えます。

③事業内容に偏りはなく、利用者が限定されるようなことはあり
ません。自主事業等についても、利用者を意識した内容になって
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

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

　　　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）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

　　　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

・利用登録時に、館内の利用方法について説明を行っています。
また、リーフレットとは別に、プール利用案内を作成し、配布して
います。
・各部屋には内線電話が設置してあり、利用者がいつでもセン
ター事務室に連絡が取れるようになっています。
・協定書に基づき、利用実績報告書（毎月）、及び事業報告書
（毎年度）を提出しています。
　

①仕様書、協定書等に定められたとおりの業務が行われていま
す。

②利用者に対し、備品の使用方法や注意事項等について適切に
説明しています。また、それら使用方法等が記載されているリー
フレットや案内を作成しています。

③利用状況は適切に記録されており、市の所管課へは報告書の
形で定期的に報告されています。

　　　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利用状況を記録し、定期的に報告を行っているか。
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

　　　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利用者が施設や備品を使用する際には、使用方法等の指導を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

　　　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

（４）利用者の受付体制・受付方法

①協定書・仕様書等で定めたとおり、利用申請予約の受付、利用許可に関する業務を適正に行って
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

・爪切りや血圧測定会を実施し、医師又は看護師による健康相
談につなげることや、健康相談に至らなくても健康への啓発を目
的に実施しました。また、世代間交流として講座で習得した技術
を保育園に出向き発表を行いました。

　　　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

①毎年、計画に基づいた自主事業が実施されています。しかし、
人手不足の影響で、検討されたまま実施できなかった事業もあり
ます。調査対象とした平成27・28年度においては、職員の休職
等により職員数が不足する状況にありましたが、調査を実施した
平成30年2月時点では、職員を採用し適正な人員配置となってい
ることから、未実施であった事業を再検討することが望ましいとい
えます。

②毎年、主に３つの事業が実施されており、内容は施設の設置
目的に則したものとなっています。

③自主事業報告書において、実施した時期や回数、参加人数等
が報告されています。今後は、具体的な内容の振り返りや次年
度に向けた課題抽出などを行うことが望ましいといえます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③実施した事業の振り返りを行い、次年度以降の計画に活かされているか。
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

②施設の設置目的に則した事業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

（５）自主事業

①事業計画書等のとおり、自主事業を実施しているか。

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

・ホームページ・社協だよりにてＰＲを行っています。
・毎月、センターだよりを発行し、窓口のほか、公民館や文化会
館、関係機関などで配布を行っています。
・プール日程表を毎月作成し、窓口やプール受付で配布していま
す。
・プールや体育室の日程表は、ホームページで閲覧ができるよう
になっています。
・講座の追加募集やイベンについて、館内に掲示を行い、周知し
てます。

①ホームページや指定管理者本部が発行する「社協だより」（全
戸配布）により、施設のPRやイベントの予告等を行っています。ま
た、施設独自の広報誌である「センターだより」も発行するなど、
積極的に広報・PR活動を行っています。

②上記の他に、施設利用に関するパンフレットが作成されてお
り、施設内の目に留まりやすいところに備えられています。

③施設内の掲示物は、誰にでもわかりやすいように配慮されてい
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施設内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

　　　非該当 　　　非該当

②施設の利用を促進する案内・チラシが作成され、市民の目に留まる場所等に備えられているか。

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（６）広報・ＰＲ活動

①広報誌・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。
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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

・名札を着用しています。
・講座の企画運営を行っている業務担当に、作業服、水着を貸与
しています。
・講座で実施しているアンケートでは、たくさんの受講者から、職
員の対応について「適切」であるとの評価を得ています。
・平成28年度に実施した施設利用者へのアンケートでは、職員
の対応について「非常に満足している」または「満足している」と
回答された方が8割を超えています。
　

①職員は名札を着用し、利用者が職員を一目で判別できるように
なっています。

②制服はありませんが、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受付や電話の応対など、言葉遣いや態度は丁寧であり、好感
の持てるものとなっています。

　　　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

　　　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

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

（７）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。
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（８）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。

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

　　　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

　　　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

　　　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

・受付用マニュアルを用いて、利用登録や貸室業務を行っていま
す。
・夜間受付や少人数で対応する日曜日の業務については、チェッ
クリストで業務内容の確認を行っています。
・朝礼を行い、情報の共有に努めています。
・文書の回覧を行うほか、グループウエアを活用しています。
・必要に応じて、センター内・担当内でミーティングを行っていま
す。

①本施設が提供するサービスは多岐にわたりますが、全般的に
マニュアルが少なく、業務習得に関してはOJTによることが多い
状況にあります。マニュアルが無い場合、新規で職員を採用した
としても人手不足の状況下では業務習得が困難になるほか、利
用者への応対が属人的になる懸念があります。業務の手順や注
意事項等、第三者がみてもわかりやすいマニュアル・仕組み作り
が必要といえます。

②シフト勤務の関係上、職員全員が集まる機会は設けられてい
ませんが、毎日朝礼で情報共有を図ったり、必要に応じて担当者
間のミーティングが開催されたりしています。

③必要な情報は、文書の回覧やグループウェア等により職員各
自が確認できるようになっています。
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（９）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・連携を行っているか。

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

　　　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

　　　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

　　　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

①本施設では、多くのボランティアの協力を得て事業を実施して
います。ボランティアについては、子どもが参加できる体験プログ
ラムを実施するなど、地域の福祉推進に関して大きく貢献してい
るといえます。

②上記ボランティアの他にも、地域情報やイベントの案内などを
施設内で掲示・配布するなどして協力しています。

③職員の研修参加などにより施設間の情報共有を図っているだ
けでなく、他の同種施設を対象に本施設の設備を開放したり、備
品の貸し出しを行ったりと、積極的に連携や情報交換等を行って
いるといえます。

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

評価機関　記述

・各種事業はボランティアの協力を得て、実施しています。また、
ボランティア育成支援として、毎年夏休みに行われるボランティア
体験プログラム参加者を受け入れています。
・地域で実施されるイベントなどのポスター掲示やちらしの配布を
行っています。
・地域の関係機関と連携し、保健師・管理栄養士、歯科衛生士な
ど専門職の協力を得た講座を実施しています。
・特別支援学校や小学校に対して、施設見学や学習支援を行っ
ています。
・県のふれあいピックに出場する水泳選手のサポートを行うため、
同行支援を実施しています。
・市内にある障害者施設等を対象に、各事業所等でプールを占
有で使用してもらうプール開放事業を行っています。
・学校や地域からの要望があった場合、館外への備品貸出を
行っています。

　　　できている

　　　概ねできている
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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

・機器の保守点検を定期的に実施しています。
・自主点検（建物等、消防設備等）を実施しています。

①事業計画書には定期検査・点検等の時期や回数が明記され
ており、計画的に維持管理・点検が実施されています。

②建物・設備は老朽化が進んでいますが、専門業者を含む定期
的な点検等により安全に利用できる状況が保たれています。

③指定管理者が実施する50万円未満の小規模修繕は、金額・
修繕内容等を記録し、市に報告されています。

　　　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

・利用者が直接使用する頻度の高い卓球台、バスケットゴール及
び車椅子等は定期的に点検を実施しています。
・駐車場の整備と除草を定期的に実施し安全に利用できるように
しています。
・害虫防除業務を委託し安全・衛生管理に努めています。

①備品については、備品台帳を整備し管理されています。

②備品台帳は整備されているものの、紙面のみで管理されてい
る状況にあり、作成されてから長期間経過しています。備品につ
いても、備品シールが剥がれているものが散見されたことから、
電子データへの移行を含め再度管理を徹底することが望ましいと
いえます。

③備品の点検は不定期で実施されており、具体的な記録が残さ
れていません。実施日・担当者など、点検内容や結果に関する
記録を残すことが望ましいといえます。

　　　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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（３）清掃業務

①計画的な清掃業務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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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 　　　できている

アピールしたい点・特記事項等

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない

指定管理者　記述 評価機関　記述

評価の理由・特記事項等

・日常清掃は、毎日実施しています。
・以下の清掃を定期的に実施しています。
　 床、ガラス清掃　年６回
　 照明器具　年１回
　 外部スロープ　年２回
・浴槽用配管洗浄を年１回実施しています。
・浴室壁など高圧水洗浄を実施しています。
・プールの水抜き清掃を年２回実施しています。

①点検同様に、清掃業務についても事業計画書に時期や回数等
が明記されており、定期的な清掃業務が実施されています。

②施設全体を目視したところ、目立った汚れやゴミ等はなく、衛
生的な状況が保たれています。

　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当
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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

・リーフレットやホームページにて施設概要や設置目的を記載し
周知しています。

①事業計画書において、施設の設置目的等に合致した管理運営
方針が明記されています。

②指定管理者は、長年にわたって本施設の管理・運営を行って
おり、職員は施設の設置目的や基本方針を十分理解していま
す。

③施設の設置目的や基本方針等については、ホームページや指
定管理者が作成したパンフレット等で利用者に周知されていま
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

　　　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

　　　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

Ⅲ．組織運営及び体制

（１）施設の設置目的・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
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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

・疾病による休職者や長期療養後に退職する職員が居たため、
計画書等で定めた職員体制を確保することができていません。
・充分な職員体制がとれていないため、代理休暇や年次休暇の
取得等に影響がでています。

①仕様書には、職員数について「必要数を配置すること」とあり、
事業計画書ではそれに基づいた職員数が明記されています。し
かし、本調査対象とした平成27・28年度においては、職員の休職
等により、実際の職員数が計画値を満たしていない状況にありま
した。なお、調査を実施した平成30年2月時点では、職員の採用
により計画値を満たしています。

②仕様書で定められたとおりの開館日数、開館時間が確保され
ています。

③上記のとおり、必要な職員数を満たしていない状況が長期間
続いていました。

④業務遂行にあたり必要な職員数が不足していた関係から、職
員の休暇取得などに支障が出ていました。

　　　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仕様書のとおり開館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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（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

　　　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

　　　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

　　　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

・外部研修に参加した際は、報告会を実施し、全職員のスキル
アップが図れるようにしています。
・サービス向上の成果
①　プール利用時のルール注意事項の一部見直し等を図ってい
ます。
②　大広間に足の不自由な方用に和室用椅子を設置していま
す。
③　AEDを常時見える場所に置いています。

①事業計画書には、職員研修に関する記載がありますが、実施
時期や人数など、具体的に明記することが望ましいといえます。

②指定管理事業の申請書には、内部研修の充実と外部研修・専
門的研修への参加が明記されており、職員には研修参加の環境
が整えられています。しかし、職員数が不足していた関係から、
職員が研修参加を見送るケースがありました。

③朝礼やミーティングにおいて職員が発言する機会が設けられて
おり、実際に職員の提案により業務内容やサービスの提供方法
が改善された例もあります。
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・社会福祉法人川越市社会福祉協議会個人情報保護規程（施
行期日：平成１７年１０月１４日）、同規程施行細則（施行期日：平
成１７年１０月１４日）、社会福祉法人川越市社会福祉協議会個
人情報保護方針（平成１８年５月１０日制定）等に基づき、個人情
報の適正な取扱いに努めています。

①個人情報の取扱いに関する規程等が整備され、事務所内に掲
示されています。

②個人情報を求める書類については、個人情報保護法に基づ
き、利用目的や目的以外に使用しない文言等が明記されていま
す。

③個人情報の取扱いに関する研修を実施しているほか、必要に
応じてミーティングや書類の回覧等により取扱い方法などの確認
を行っています。

④個人情報の記載がある書面等については、保存期間を定め、
処理をする際にも一般ゴミではなく溶解ゴミとすることで情報漏え
いのリスク軽減を図っています。

　　　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

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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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

　　　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

　　　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

・自衛消防訓練の実施（年２回）
・台風の接近や大雨に備えて土のう設置等の対策を講じていま
す。
・駐車場の大雨による冠水の恐れがある時は、館内放送により
注意喚起しています。

①地震や台風など、自然災害時の対応手順等のマニュアルが整
備されています。

②非常訓練では、全職員を対象に安全講習が実施されており、
職員は緊急時の対応手順等について理解しているといえます。

③消防など緊急時の連絡先が明確にされているほか、職員間の
連絡網も整備されています。
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（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

　　　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

　　　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

・機械警備業務を㈱セコムに委託しています。 ①夜間の防犯業務は外部の専門事業者に委託しているほか、
日中は職員による巡回が行われており、仕様書のとおり安全管
理に配慮した運営がされています。

②鍵の管理者は特定の常勤職員となっており、鍵の取扱い規程
も整備されています。ただし、管理簿等が整備されておらず鍵の
所在が不明確であるため、管理方法は改善することが望ましいと
いえます。

③施設内における日中の巡回は職員が定期的に行っています
が、巡回の範囲を駐車場まで広げるとともに、巡回を行った日時
を記録に残すことが望ましいといえます。
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（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

　　　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チェックリストやマニュアルを使用して施設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

　　　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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

・AEDのバッテリーチェックを毎日実施しています。
・職員による自主点検（建築物等）を実施しています。
・転倒防止のため、雨などで濡れた廊下は速やかに拭いていま
す。また、降雪時には雪かきを行っています。

①施設管理やAED等の機器について、安全確認用のチェックリス
トが整備されています。

②上記チェックリストを用いて、施設やAEDなどについて毎日安全
に関する点検が行われています。

③これまでに重篤な事故は発生していませんが、本施設の利用
者は高齢者や障害者が多いことから、事故等が発生しやすい環
境といえます。そのため、体調不良を起こした利用者がいた場合
などは、軽微なものであっても記録を残し、市への報告や今後の
対応方法などを検討することが望ましいといえます。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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。
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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

・消防訓練（総合訓練）を年２回実施しています。
内１回は消防署員の派遣のもと実施しています。
消火器の使用訓練と避難器具の使用訓練を各々１回ずつ実施し
ています。
・防火対象物点検報告特例認定を受けています。
・プール水が消防水利指定を受け、近隣の火災等に使用できる
ようになっています。
・非常用自家発電設備を設けています。

①法定の消防計画のほか、災害時の対応等が明記されたマニュ
アルが整備されています。

②消防計画に基づき、年に２回総合訓練が実施されています。
訓練は、避難器具の使用を含めた避難訓練や、消火器の使用を
含めた防災訓練など、実際の事案を想定した内容となっていま
す。

③避難経路には障害物がないほか、通路が傾斜路（スロープ）に
なっているなど、車いすを使用される方でも避難しやすい施設環
境となっています。ただ、他の施設に比べて目の不自由な利用
者が多いことを考えると、点字を用いた避難経路図の掲示・配布
や、施設利用時の詳細説明など、安全面に関してさらに取組ま
れることが望ましいといえます。

④上記の総合訓練は、市の消防と連携した取組みであるほか、
当施設が消防水利指定を受けていることもあり、地域内での災害
時には連携する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 　　　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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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・法人本部が会計処理を行っています。
・施設においては、予算差引、予算執行起案を行っています。
・毎月、金庫内にある現金・物品の確認を行っています。

①会計・経理処理は、指定管理者の本部で専任の担当者が行っ
ており、適正な管理体制が整備されています。

②上記のとおり、本部職員が経理部門を専任で担当しています。
施設においては、担当職員が予算・使用料の管理を行っている
ほか、責任者がチェックをする体制が整備されています。

③経理帳簿・伝票等は、指定管理者本部において適切に処理・
保管がされています。

④現金は、金庫で保管され、施設内に多額の現金が置かれない
よう定期的に金融機関へ入金されています。印鑑・通帳について
は、本部において適切に保管されています。

　　　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

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

　　　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

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

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

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

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

　　　非該当 　　　非該当

　　　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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（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

　　　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

　　　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

評価機関　記述

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　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

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・業務委託契約においては、指名競争入札や複数年契約の導入
により、経費削減に取組んでいます。
・節電等について
照明は一部間引きしています。外灯は季節によって時間を変更し
ています。
夏季、冬季においては、エコカジュアルマンスにより執務にあたっ
ています。
雨水をトイレの洗浄水として使っています。
空調の設定温度は適正にしています。

①収支管理については、当初計画に対して1000万円超の乖離
が生じています。その要因は、長期休職していた常勤職員の人
件費返還や経営努力による経費削減などによるものですが、安
定的な経営と予算執行のためにも、人事体制の見直し後には乖
離のない収支計画を作成することが望ましいといえます。

②事業報告書が年度ごとに作成されており、業務の実施状況や
収支決算について適正に報告されています。

③業務の外部委託も含め、経費削減に向けた取組みが多数あり
ます。
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＜評価機関からの提案＞

・業務に関するマニュアル、鍵の管理簿、備品管理に関する点検
記録簿について、計画的に作成を進めてください。

・館内を全面禁煙とし受動喫煙防止を図っています。
・毎朝、ラジオ体操を行い職員の健康管理に努めています。
・毎朝、職員朝礼を行い情報共有に努めています。

指定管理者　記述 評価機関　記述

・開設以後、約２２年が経過し設備等の老朽化が進んでいます。 ・本施設が提供するサービスは多岐にわたりますが、全般的にマ
ニュアルが少ない状況にあります。マニュアルが無い場合、応対が
属人的になり公平なサービス提供に支障が出る懸念があります。
また、指定管理者制度のもとでは、指定管理者の交代が起こり得
ますが、サービスの維持・向上のためには業務の円滑な引き継ぎ
が求められます。そのため、業務の手順や注意事項等、第三者が
みてもわかりやすいマニュアル・仕組み作りが必要です。

・施設の鍵の管理について、規程は整備されているものの、日々
の管理状況が不明確となっています。管理簿を作成し、責任者が
チェックをする体制とすることが望ましいといえます。

・備品管理について、定期的な点検および点検記録の作成が必
要です。また、備品台帳の更新についても検討してください。

・指定管理者は、長年にわたって本施設の管理・運営を行ってい
ることから、施設の設置目的や基本方針を十分理解しており、利
用者の目線に立ったサービスの提供が行われています。また、朝
礼やミーティングにおいて職員が発言する機会が設けられてお
り、実際に職員からの提案により業務内容やサービスの提供方法
が改善されています。

・本施設では、多くのボランティアの協力を得て事業を実施してい
ます。ボランティアについては、子どもでも参加できる体験プログラ
ムを実施するなど、地域の福祉推進に関して大きく貢献していると
いえます。また、他の同種施設を対象に施設の設備を開放したり、
備品の貸し出しを行ったりと、地域や同種施設と積極的に連携・
情報交換等を行っている点は高く評価できます。

＜改善すべき点・課題＞ ＜特に改善を要する点＞

Ⅵ．その他

＜Ｉ～Ⅴ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＞
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