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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

撤退する事例が発生するなど、さまざまな課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

行ってきましたが、公の施設として、より満足度の高いサービスの提供や施設管理を

行うことを目的に第三者からの中立的・専門的な視点から指定管理制度対象施設の点

検評価するため、第三者モニタリングを実施しました。 

（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。 

 

 ・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
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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） 

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 
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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 

 

（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「第三者モニタリング評

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、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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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（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、72 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・家族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 

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． 健康増進 

評価のポイント 

①高齢者や障がい者が快適に施設・設備を利用できるよう配慮がされているか 

②機能回復訓練に用いる機器を安全に使用できるよう、使用方法や注意事項に関する説明を行っているか 

③自主事業等は事業計画書のとおり実施されているか 

ⅴ． 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ホームページ等を用いてボランティアの募集やイベントの告知を行っているか 

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 
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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地域からボランティア等を積極的に受け入れているか 

③他の施設と連携し、情報交換やイベント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． 衛生管理 

評価のポイント 

①感染症や水質管理に関するマニュアルが作成されているか 

②感染症の予防対策が適切に講じられているか 

③浴槽の塩素濃度は適切に管理・記録されているか 

④レジオネラ菌等の法定検査は適切に実施され、記録が残されているか 

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 
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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・家族に対し、設置目的や基本方針が周知されているか 

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 
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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 

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 

③AED 等の救命機器を設置し、機器の使用方法について研修等が実施されているか 

④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 

 

（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
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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 川越市老人福祉センター西後楽会館 

所在地 埼玉県川越市大字笠幡 3574 番地 

敷地面積 7,142 ㎡ 

建物面積 1,664 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造平家建一部地階 

開設年月 昭和 54 年 7 月 

館内設備 大広間（舞台付き 108 畳）、ロビー（囲碁・将棋・バンパー台設置）、

休養室、会議室、浴室（男女）、機能回復訓練室、事務室、健康相

談室等 

利用定員 300 名 

施設概要 健康増進や教養の向上、レクリエーションなどの機会を総合的に提

供することを目的に設置された老人福祉施設であり、高齢者（60

歳以上）は無料で利用することができる。入浴施設やカラオケ・囲

碁・将棋などの娯楽設備も備え、地域の高齢者同士を結ぶコミュニ

ティ機関の役割も果たしている。 

 

②指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・施設の運営に関する業務 

・施設（設備・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 等 

 

＜過去３年間の指定管理料＞ 

年度 指定管理料（消費税等込） 

平成 23 年度 58,537,780 円 (決算額) 

平成 24 年度 59,709,000 円 (決算額) 

平成 25 年度 63,789,000 円 (予算額) 

※平成 25 年度の指定管理料が増加しているのは、市内循環バス「川越シャトル」の路線

見直し（一部路線廃止）に伴い、施設送迎バスを増便したため。 
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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 奥山秀 （川越市副市長） 

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行っている。 

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 54 年度から平成 17 年度までの 27 年間を受託事業として、平

成 18 年度からは指定管理者として引き続き管理している。現在、

指定管理 2 期目である。 

第 2 期目期間：平成 23 年 4 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日 

 

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 23 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概

ね良好であった。また、給湯設備の故

障による入浴施設の一時閉鎖や節電対

策により光熱水費の削減があった。 

引き続き、利用者サービスの

向上と経費削減に努めるこ

と。また、日頃から災害時等

に適切・迅速な対応ができる

よう努めるとともに消費電

力の削減を徹底すること。 

平成 24 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概

ね良好であった。また、施設の老朽化

に対しては、当初予算を上回る小規模

修繕で対応されていた。 

今後も引き続き、利用者サー

ビスの向上と経費の削減に

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、指定管理者制度の適用状況は以下のとおりです。 

市町村名 川越市 越谷市 所沢市 上尾市 さいたま市

人口 348,404人（H25.10.1現在） 331,561人（H25.10.1現在） 343,234人（H25.9月末日現在） 228,064人（H25.10.1現在） 1,251,799人（H25.10.1現在）

対象施設名
川越市老人福祉センター
西後楽会館

越谷市老人福祉センター
けやき荘

所沢市老人福祉センター
うしぬま荘

上尾市老人福祉センター
ことぶき荘

さいたま市老人福祉セン
ター　東楽園

開館年 昭和54年 昭和59年 昭和56年 昭和63年 昭和59年

建物面積 1,664㎡ 1,513㎡（延床面積） 599.80㎡（延床面積） 1006.8㎡（延床面積） 972.15㎡（延床面積）

定員 300名 250名 120名 特に定めていない 特に定めていない

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
越谷市社会福祉協議会

直営
社会福祉法人
上尾市社会福祉協議会

社会福祉法人
さいたま市社会福祉事業
団

施設設備

大広間（舞台付き108畳）、
ロビー（囲碁・将棋・バン
パー台設置）、休養室、会
議室、浴室（男女）、機能
回復訓練室、健康相談室

教養娯楽室、健康相談
室、集会室、囲碁将棋コー
ナー、機能回復訓練室、浴
室（男女）、茶道室、華道
室、ゲートボール場

集会室、娯楽室、教養室、
図書室、会議室、訓練室、
浴室（男女）、ゲートボール
場

娯楽室（囲碁将棋・バン
パー台・卓球台設置）、カ
ラオケ、浴室(男女）、売店

集会室（ステージ付き130
畳）、ロビー（バンパー台設
置）、会議室、健康相談
室、機能回復訓練室、浴
室（男女）、教養娯楽室、
図書室、ゲートボール場

利用料金

市内在住者
・60歳以上　無料※１
・中学生以上60歳未満
200円
市外在住者※2
・60歳以上　200円
・中学生以上60歳未満
400円

市内在住者
・60歳以上　無料
・中学生以上60歳未満
200円
市外在住者
・60歳以上　200円
・中学生以上60歳未満
400円

・所沢市、飯能市、狭山
市、入間市に居住する60
歳以上無料

市内在住者
・60歳以上　無料
・60歳未満　200円
市外在住者
・400円

市内在住者
・60歳以上65歳未満100円
・65歳以上　　　　　　　無料
市外在住者
・60歳以上　　　　　　200円

利用時間 午前9時30分から午後4時 午前9時30分から午後4時 午前9時から午後4時30分 午前9時30分から午後4時 午前9時から午後5時

指定管理期間
5年間

（平成23年4月1日～平成
28年3月31日）

5年間
（平成21年4月1日～平成

26年3月31日）

5年間
（平成23年4月1日～平成

28年3月31日）

5年間
（平成22年4月1日～平成

27年3月31日）

公募/非公募 公募 公募 非公募 非公募

備考

・市内に2か所老人福祉セ
ンターあり。
※1 利用料金無料の中に
は、心身障害者及びその
介護者や、母子家庭の母
子も含む。
※2 坂戸市、鶴ヶ島市、日
高市、川島町、毛呂山町、
越生町在住者は市内在住
者と同様の利用料。

・市内に3か所老人福祉セ
ンターあり。他2施設の指
定管理者も社会福祉協議
会。
・小学生以下は無料。

・市内に4か所老人福祉セ
ンターあり。全て直営。

・総合福祉センター内にあ
り、設備を他施設と共用し
ていることから、非公募。

・市内に9か所老人福祉セ
ンター（うち１か所は児童セ
ンターと一体）あり。他8施
設の指定管理者も社会福
祉事業団。

① 指定管理期間 

比較対象とした施設のうち、指定管理者制度を導入している全ての施設の指定管

理期間が 5 年間となっています。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、西後楽会館が採用している 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 

指定管理者制度を導入している 4 施設のうち、公募が 2 施設、非公募が 2 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。西後楽会館は、公募で指定管理者を選定していますが、同様の選定方

法を維持していくことが望ましいと考えます。 
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③ 利用料金 

5 施設のうち 4 施設で、60 歳以上の利用料金は無料になっていますが、さいたま

市では、60 歳以上 65 歳未満の利用者から 100 円の利用料金を徴収しています。 

西後楽会館の 60 歳以上の利用料金は、当面の間、無料とすることが妥当ですが、

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。 

 

（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、指定管理者制度導入前か

ら本施設の管理を行ってきたほか、市内で複数の類似施設を運営しているため、本施

設の管理・運営に関する豊富なノウハウを有しています。指定管理者はこうしたノウ

ハウを活用し、各種業務を概ね適切に実施しています。 

特に、各業務の実施手順を示した詳細な日常業務のマニュアルが作成されている点

は高く評価できます。このマニュアルにより業務の標準化・仕組み化が実現されてお

り、経験の浅い職員でも一通りの業務を実施できるような体制が確立されています。 

また、適切な感染症対策や事故防止対策がとられており、利用者が安心して施設を

利用できるよう十分な配慮がされているほか、高齢者の健康増進のための自主事業も

適切に行われています。 

一方で、防犯業務、個人情報の取り扱い等、改善を要する事項も少数ながら確認さ

れました。また、経費削減により指定管理料の圧縮をどのように行っていくかも今後

の課題となっています。意欲的な取組みを継続し、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。 

 

（４）特に優れている点 

① 各業務の実施手順を示した詳細なマニュアルが作成されており、業務の標準化、

仕組み化が実現されています。 

写真や図などを活用し、開館から閉館までの各業務の実施手順を示した詳細な

マニュアルが作成されており、マニュアルを参照すれば経験の浅い職員でも一通

りの業務を実施できる体制が確立されています。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、サービス水準を維持するためには、業務の円

滑な引き継ぎができる体制となっていることが極めて重要です。属人的になりが

ちな業務の標準化・仕組み化が実現されており、非常に高く評価できます。 
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② 利用者が安心・安全に利用できるよう、感染症対策や事故防止に配慮しています。 

利用者は高齢者が多いため、感染症や事故のリスクが高いといえますが、マニ

ュアルの整備や点検・検査の徹底により、利用者が安心・安全に利用できるよう

適切に施設運営を実施しています。 

感染症対策・水質管理については、関連するマニュアルを作成し、保健所の衛

生講習を受講するなど感染症の予防対策が適切に講じられています。また、浴槽

水だけでなく、飲料水についても水質検査を毎日実施し記録を残しています。 

事故防止対策としては、施設利用者が使用する器具・備品の安全点検を毎日実

施しています。 

 

③ 積極的にコミュニケーションを図り、利用者目線に立ったサービスの提供に努め

ています。 

館内入口に「意見箱」を設置して苦情・意見等を受け付けているほか、職員が

積極的に利用者とコミュニケーションを図るなどし、施設やサービスについての

意見や要望を収集しやすい雰囲気作りが行われています。実際に、寄せられた要

望を基に、給水機等の備品を設置したり、サービスの見直しを行うなど各種施策

への反映がされています。 

また、指定管理者の本部に所属する理学療法士による体操の指導や、福祉・健

康に関する専門機関等と連携した講座やセミナー等が開催されており、高齢者の

健康増進を図る施設の設置目的に即した運営が実施され、利用者の高い満足度に

つながっています。 

 

（５）早急に改善が必要な点 

① 各業務についてチェックリスト等を作成し、目に見える形で記録を残すことが必

要です。 

危機管理や安全管理に関する業務自体は適正に実施されていますが、点検結果

等を記録していないケースが見受けられます。実施状況を把握できるよう、各業

務についてチェックリストや業務日誌等に確認項目を加え、記録・保管していく

必要があります。 

 

② 鍵の管理方法について改善が必要です。 

施設の鍵の管理方法が不明確になっています。管理簿等で所在を明らかにする

必要があります。また、閉館時の施錠担当者は日報に記録していますが、開錠時
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の記録がありません。管理簿の作成や、開錠時の記録等の取り扱いを改善する必

要があります。 

 

③ 個人情報を収集する際には利用目的を特定し、明示する義務があります。 

個人情報保護法では、個人情報を収集する際にその利用目的を特定・明示する

ことが義務付けられています。一部書類において住所・氏名・連絡先等の個人情

報を収集しているにもかかわらず、書面に利用目的が明示されていないものが見

受けられました。様式について早急に改善が必要です。 
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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 23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  18個  概ねできている 7個  できていない 0個 

① 利用者アンケート等の実施 

 全利用者を対象としたアンケートは行っていませんが、新規の施設利用者を対

象としたアンケートを実施し、満足度やニーズの把握を行っています。結果につ

いての分析や課題の抽出も実施されていますが、市への報告は行われていないた

め、今後、集計・分析の結果を事業報告書に添付することなどを検討してくださ

い。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 館内入口に「意見箱」を設置し、苦情・意見等を受け付けたり、職員が積極的

に利用者とコミュニケーションを図って利用者の声に耳を傾けるなど、施設やサ

ービスについての意見等が収集しやすい雰囲気作りがされています。実際に、寄

せられた要望を基に、備品の設置や、サービスの改善が行われています。 

 苦情の受付方法、対応手順、責任者等は、指定管理者の本部が作成した規程に

よって定められていますが、施設独自の対応手順や責任者等は明確となっていま

せん。今後は、苦情解決の体制・仕組みについて、利用者に対してわかりやすく

案内することが必要です。 

 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 市内に住む高齢者の人は誰でも利用でき、一部の市民に対する利用制限や優遇

は行われていません。高齢者の交流の場となっており、「高齢者福祉の増進」とい

う施設の設置目的に適った運営が実施されています。また、事業内容にも偏りが

なく、利用者が限定されるような事態も発生していません。 

④ 健康増進 

 高齢者福祉の増進を目的とした施設として、医師・看護師による健康相談や専

門家による生活相談、介護相談など利用者のニーズが高い各種の事業が計画通り

行われています。周囲の福祉施設等と連携した行事なども開催しており、利用者

から好評を得ています。 

 設備面では、快適に施設が利用できるよう、さまざまな場所にスロープ・手す

り等が設置されており、利用者の安全に配慮されていると評価できます。また、
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利用者からの要望を受けて、囲碁・将棋のコーナーに椅子を設置するなど、利用

者目線に立った施設運営が実施されています。 

⑤ 広報・PR活動 

 指定管理者の本部が発行する「社協だより」や年 4 回発行されている施設独自

の広報紙により各種イベントやボランティア活動についての紹介がされています。

また、福祉専門学校や地域の学童施設・福祉施設等からのボランティアの受け入

れも積極的に受け入れています。 

 今後は、情報発信を強化するためにホームページを活用したイベントの周知、

ボランティア募集等について実施が可能であるか検討してください。 

⑥ 職員の応対・マナー 

 職員は制服を着用し、利用者が一目で判別できるようになっています。職員の

身だしなみも適正で清潔感が感じられるものとなっています。 

 モニタリングを実施している際にも多くの利用者がいらっしゃいましたが、丁

寧な対応がされており好感が持てるものとなっています。 

⑦ 職員の情報共有 

 毎日、朝夕 2 回のミーティングをおこなっており、伝達事項や当日の利用状況

等について情報共有が行われています。また、月に 1 回、テーマを決めて職員会

議を開催し、業務上の課題や改善方法等を話し合う場としています。 

 業務の実施手順についても、開館から閉館までの日常業務の流れに応じた実施

手順を詳細にマニュアル化し、職員間で共有されています。 

 指定管理者制度のもとでは、指定管理者等の交代が起こりうるため業務の実施

手順のマニュアル化は非常に重要な取り組みといえます。属人的になりがちな業

務の標準化、仕組み化が実現されており非常に高く評価できます。 

⑧ 地域や地域住民との連携 

 資源ごみの回収など地域活動に対して積極的に協力するとともに、福祉専門学校

や児童福祉施設からボランティアを受け入れて活動の場を提供しています。 

 また、保健所の職員が講師を務める健康セミナーを実施するなど、他の機関と

連携してイベントの充実を図っています。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 12個＞ 

指定管理者    できている  12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  10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 

 古い施設のため設備の老朽化が進んでいますが、定期的な点検・修繕を行って

おり、利用者が安全に利用できる状態が保たれています。また、一部の機器のメ

ンテナンスは専門業者に委託していますが、委託業者による設備・機器等の保守

点検の記録は適正に保管されています。 

 50 万円未満の修繕は指定管理者の負担で実施することになっていますが、修繕

に要した金額・修理内容等を記録し、市に対して適正に報告されていることを確

認しました。市が費用を負担する 50 万円以上の修繕についても、事前に対応方

法等について市と十分な協議を行うなど、適切な対応がとられています。 

② 備品管理と安全点検 

 指定管理者の所有する備品と、市が所有する備品は区別して台帳に記録されて

おり、管理も適切に行われていることを確認しました。 

 利用者が日常的に使用する備品は、毎日、安全性の確認を行っていますが、こ

れらの点検結果を記録していくことを検討してください。 

③ 衛生管理 

 感染症対策・水質管理に関するマニュアルを作成し、マニュアルに基づいた業

務を実施しています。浴槽水だけでなく、飲料水についても、水質検査を毎日複

数回実施しており、感染症の予防に十分な配慮がされています。また、職員は保

健所の衛生講習を定期的に受講しており、衛生管理の重要性を十分に理解してい

ます。 

④ 清掃業務 

 施設内の清掃は行き届いており、館内にゴミ等は落ちていませんでした。大勢

の利用者がいるにも関わらず、高いレベルで衛生的な状況が保たれており、高く

評価できます。 
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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  13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   9個  概ねできている 4個  できていない 1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。指定管理者制度の導入前から長年にわたって本施設の管理を行ってきた実

績があるため、職員は施設の設置目的や基本方針を十分に理解しています。 

 利用者に対しては、指定管理者が作成したパンフレットや掲示物により、施設

の概要や設置目的を周知しています。 

② 業務体制と職員配置 

 仕様書で定められている常時 5 名以上の人員配置がなされ、円滑に施設が運営

されるよう十分配慮がされています。また、各職員が複数の業務をローテーショ

ンで実施できる体制が確立され、従業員の適正な労働環境・労働条件が保たれる

よう配慮されています。 

 職員の労働環境については、各職員が複数の業務をローテーションで実施でき

るようにして無理のない業務の実施体制を確立するとともに、職員の希望通り休

暇を取得できるよう前月までに勤務シフト表を作成するなど、適正な労働環境・

労働条件が保たれるよう配慮されています。 

③ 人材育成 

 人材育成のための研修計画は年度ごとに大まかなものが作成されていますが、

実施時期や内容についてより具体化することが求められます。指定管理者への応

募時には、接遇研修の充実を図ることが提案されていますので、幅広い分野の人

材育成に積極的に取り組むことを期待します。 

 ただし、職員は各種業務に意欲的に取り組んでおり、業務のなかで気づいたこ

とや改善点について日常的に提案が行われています。こうした提案内容に基づい

て設備やサービスの向上が図られている点は高く評価できます。 

④ 個人情報の保護 

 個人情報の取り扱いに関する規程が作成され、事務所内に備え付けられていま

す。規程のほか、個人情報の管理方針等も整備されており、個人情報が記載され

た書類の保管方法等にも問題はありません。 

 新規利用者に配布しているアンケート用紙で個人情報を収集していますが、利

用目的等が明記されていなかったため、様式を変更する必要があります。 
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（４）緊急時の対応 

＜評価項目 14個＞ 

指定管理者   できている  13個  概ねできている 0個 できていない 1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 1個 

① 緊急時対応の仕組み 

 利用者の体調不良や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。

全職員を対象にした救命講習等も実施されており、職員は緊急時の対応や救助方

法等について十分に理解しています。また、医療機関や消防署等、緊急時の連携

先一覧が掲示されており、危機管理体制が整備されていると評価できます。 

② 防犯対策 

 防犯対策としては、日中は職員が定期的に施設内や駐車場を巡回しているほか、

夜間の警備業務を専門業者に委託しており、仕様書のとおり業務を実施していま

す。 

 ただし、鍵の管理者・管理方法については、管理簿等が整備されていないため、

取り扱い方法を改善する必要があります。また、日報で閉館時の施錠担当者の記

録は残っていますが、開錠については記録していないため開館時においても時

刻・担当者等の記録を残すことが望ましいと考えます。 

③ 事故防止対策 

 事故防止対策として施設内の安全点検を日常的に行っていますが、一部、記録

が残されていないため、施設独自のマニュアルやチェックリストを整備していく

必要があります。これまで利用者の重篤な事故等は発生していませんが、救急要

請を行ったケースなどについては内容を記録し市に報告することが望ましいと考

えます。 

 施設には AEDが設置されていますが、使用方法について職員だけでなく利用者

も含めた講習を実施している点は高く評価できます。 

④ 防災対策 

 消防計画を策定し、計画通り年 2回の避難訓練を行っています。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。

避難訓練は消防署の指導のもとで行われ、施設の利用者も参加するなど実施方法

も工夫されています。 
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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   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いるため、専任の

経理担当者は配置されていません。経理帳簿・伝票等は本部で処理・保管されて

おり、施設内に保管されているものはありませんでした。 

② 収支決算状況 

 収入・支出の計画と実績に大きな乖離はなく、事業計画に基づいた適正な運営

が行われています。外部委託している業務は指名競争入札等によって委託先を選

定しているほか、光熱水費の削減に取り組むなど経費の圧縮に努めています。た

だし、経費の大部分を占める人件費については、民間水準と比較するとやや過大

であると考えられます。 
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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 23 年度と平成 24 年度の施設の収支計画と実績は以下のとおりです。収支計画

と実績に大きな乖離はありません。 

単位：円

平成23年度 平成23年度 平成24年度 平成24年度

計画 実績 計画 実績

59,084,000 58,829,890 59,626,000 59,772,461

指定管理料 59,084,000 58,788,000 59,626,000 59,709,000

雑収入 0 41,890 0 63,461

その他 0 0 0 0

56,422,000 51,967,494 56,911,000 55,516,930

職員給与・手当 18,600,000 16,545,960 19,029,000 17,958,493

非常勤職員給与 7,393,000 6,255,850 7,393,000 6,401,428

福利厚生費 0 3,335,786 0 3,682,552

消耗品費 850,000 969,997 850,000 1,169,237

光熱水費 8,500,000 6,148,899 8,500,000 6,824,112

燃料費 3,500,000 3,767,400 3,500,000 4,632,017

修繕費 1,200,000 1,394,085 1,260,000 2,496,900

通信運搬費 526,000 370,590 526,000 447,489

業務委託費 11,463,000 10,379,943 11,463,000 9,238,105

手数料 0 1,451,922 0 1,538,338

賃借料 545,000 474,200 545,000 474,200

その他 3,845,000 872,862 3,845,000 654,059

2,662,000 944,130 2,715,000 997,460

59,084,000 52,911,624 59,626,000 56,514,390

0 5,918,266 0 3,258,071

収入合計

　　　事業費

　　　管理費等

支出合計

差　引

科目

 

 ※計画は指定管理者の公募時に指定管理者が作成したもの 
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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、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 

 施設には社会福祉法人川越市社会福祉協議会の常勤職員 3 名と非常勤職員 4 名

（内 1 名は看護師）が勤務しています。そのほかに公益社団法人川越市シルバー

人材センターに委託している業務に従事している職員も勤務しています。 

なお、施設の会計・経理処理等に関しては、指定管理者の本部で専任の担当者

（0.25 名分）が行っており、これらを加え常勤職員 3.25 名を 1 人あたりの人件

費（福利厚生費は含まない）に換算すると平成 24 年度実績で 5,525 千円であり、

類似業種の民間の平均賃金である 3,294 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考えられます。 

 

③ 光熱水費・燃料費について 

 燃料費は原油価格の高騰により、当初計画を大幅に上回っていますが、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 

 各種機器のメンテナンスや夜間警備、利用者の送迎等、多くの業務を委託して

いますが、可能な限り入札によって業者を決定するなど、委託費抑制のための対

策が十分にとられています。 

 

⑤ 修繕費について 

 建設から 30 年以上が経過して施設の老朽化が進んでいるため、当初の計画よ

りも多額の修繕費を要しています。今後も修繕が必要になる箇所は増加すること

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。また、修繕費用の負担のあり方についても再度、検討

することが望ましいと考えます。 
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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25年度

指定管理者第三者モニタリング

　　評価シ－ト

     施設名　　　：川越市老人福祉センター西後楽会館

     指定管理者：社会福祉法人川越市社会福祉協議会

 　一般財団法人長野経済研究所

平成25年8月30日
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指定管理者　自己評価

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

・地域の児童福祉施設やＮＰＯ法人と連携し、利用
者との交流に努めています。

・教養娯楽の施設として、囲碁・将棋・バンパー・カラ
オケを用意してありますが、設備面から固定した
サービス内容になっています。

・窓口業務では、社会福祉主事資格者が利用者と
のつながりを持つこと（相談相手になるなど）に努め
ています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・築後３４年経過した施設であるため、不具合につい
ては、緊急修繕で対応しています。

・法令による検査等は、適正に対応しています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・施設長及び従事する職員は、常勤正規職員を中
心として、それに加え常勤臨時職員を配置して、責
任ある業務執行を実施しています。

・なお、仕様書に明記してある常時５名以上の人員
を配置しています。

①古い施設のため設備の老朽化が進んでいますが、定期
的な点検・修繕を行っており利用者が安全に利用できる状
態が保たれています。また、修繕に関する記録・報告は適
正に行われています。

②感染症対策・水質管理に関するマニュアルが作成され
ているほか、保健所の衛生講習を受講しています。浴槽水
と飲料水の水質検査についても毎日複数回実施しており、
感染症の予防対策は適切に講じられています。

③清掃や備品の整備が行き届いており、施設内にゴミ等は
落ちておらず備品も適正に管理・保管されています。衛生
的な状況が高いレベルで保たれており高く評価できます。

評価結果の総括

第三者評価機関　評価
①新規利用者を対象にアンケートを実施しているほか、利
用者と積極的にコミュニケーションをとり利用者ニーズの把
握に努めています。アンケート結果については、利用者や
市に報告することを検討してください。

②高齢者の健康増進を目的とした施設であり、市内に住む
高齢者は誰でも無料で利用できます。一部の市民に対す
る利用制限や優遇は行われておらず、高齢者の交流と健
康増進を図る場として施設の設置目的に合致した運営が
実施されています。

③医師・看護師による健康相談や理学療法士による体操
指導、専門家による生活・介護相談など利用者のニーズが
高い各種の事業を計画通り行っています。周囲の福祉施
設等と連携したイベント等も開催しており、利用者から好評
を得ています。

④開館から閉館までの各業務の実施手順を示した詳細な
マニュアルが完備されています。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・
向上のためには引き継ぎができる状態となっていることが
極めて重要です。属人的になりがちな業務の標準化、仕組
み化が実現されており非常に高く評価できます。

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。指定管理者制度の導入
前から長年にわたって本施設の管理を行ってきた実績が
あるため、職員は施設の設置目的や基本方針を十分に理
解しています。

②仕様書で定められているとおり常時5人以上の人員を配
置し、円滑に施設が運営できるよう十分に配慮していま
す。各職員が複数の業務をローテーションで実施できる体
制が確立されており、無理のない業務の実施体制となって
います。

③研修計画は年度ごとに大まかなものが作成されています
が、実施時期や内容についてより具体化することが求めら
れます。指定管理者への応募時には、接遇研修の充実を
図ることが提案されていますので、幅広い分野の人材育成
に積極的に取り組むことを期待します。

④個人情報の取り扱い方法については一部変更が必要で
す。個人情報を収集するアンケート用紙には、個人情報の
利用目的を明示する必要がありますので、様式を改めてく
ださい。
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指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

・総合的な緊急時の対応マニュアルを作成段階であ
る。

・危険物取扱資格者が１名のため、複数の資格者と
なるように進めています。

・救命講習（ＡＥＤの使用方法他）、レジオネラ症発
生防止対策講習の実施に努めています。

・自衛消防訓練においては、利用者も参加するよう
企画していきたい。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

・業務委託においては、契約差金から余剰金が生じ
ています。余剰金の一部は、通常困難な修繕に充
てています。

・経理面においては、法人内の他の部署が適正に
執り行っています。

Ⅵ
．
そ
の
他

・警察署と連携し、交通安全、振り込め詐欺防止に
取り組んでいます。

・自主事業においては、法人からの理学療法士や
介護支援専門員が、健康づくりや介護の相談に応
じています。

第三者評価機関　評価
①利用者の体調不良や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。全職員を対象にした安全講習も
実施されており、職員は緊急時の対応や救助方法等につ
いて十分に理解しています。

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、夜間の警備業務を専門業者に委託しており、仕
様書のとおり業務を実施しています。鍵の管理者・管理方
法については、一部不明確となっているため、取り扱い方
法を改善する必要があります。

③事故防止対策としては、施設内の安全点検を日常的に
行っていますが、今後は施設独自のマニュアルやチェック
リストを整備していく必要があります。AEDが設置されてい
ますが、職員・利用者を対象にした使用方法に関する研修
が行われているほか、管理状況も良好です。

④防災対策としては、法定の消防計画を策定し、年2回の
避難訓練を行っています。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・経理処理は指定管理者の本部で専任の担当者が
行っており、専任の経理担当者は施設に配置されていま
せん。少額の現金を取り扱っていますが、常時金庫に格納
して週2回金融機関が集金しており、防犯上の問題は発生
していません。

②収入・支出の計画と実績に大きな乖離はなく、事業計画
に基づいた適正な運営が行われています。外部委託して
いる業務は指名競争入札等によって委託先を選定してい
るほか、光熱費の削減に取り組むなど経費の圧縮に努め
ています。ただし、経費の大部分を占める人件費について
は、民間水準と比べるとやや過大であると考えられます。
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　　　できていない 　　　できていない

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 　　　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

・新規利用者に対するアンケートを行い、ニーズ把握に努
めています。

①全利用者を対象にしたアンケートは行っていませんが、
新規に施設を利用した人にアンケート用紙を配布し、満足
度やニーズの把握を行っています。

②アンケート結果の分析や課題の抽出は行っています
が、市への報告は行っていません。集計・分析の結果を、
事業報告書に添付することなどを検討してください。

③アンケートで抽出された課題については、職員会議等で
話し合いを行い、可能な限り対処できるよう努めていま
す。



 

 

28 

（２）意見・苦情の受付と対応

①利用者・家族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

　　　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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　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

　　　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

・意見箱を設置しています。

・法人が福祉サービスの適正運営に関する規程を制定し
ています（館内に掲示）。

①館内入口に「意見箱」を設置し、苦情・意見等を受け付
けているほか、職員は利用者と積極的にコミュニケーショ
ンを図り、施設やサービスに関する意見や要望を収集して
います。

②苦情の受付方法、対応手順、責任者等は指定管理者の
本部で作成した規程によって定められていますが、施設独
自の対応手順や責任者等は明確となっていません。

③苦情解決の体制・仕組みに関する規程を施設内に掲示
していますが、利用者にとってわかりやすい内容にするな
どの工夫が必要だと考えます。

④利用者から寄せられた意見をもとに、備品の整備や
サービスの見直しを行っており、利用者サービス向上のた
めに利用者の声を積極的に活用しています。今後は、要
望とその対応策を公表することなどを検討していく必要が
あります。



 

 

29 

（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

　　　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

　　　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

　　　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

・窓口にパンフレット（西後楽会館のしおり）を備えていま
す。

・公平な事業運営に努めるよう、職員に指導しています。

・埼玉県川越都市圏まちづくり協議会公共施設相互利用
対象施設になっています。

①窓口にパンフレットを備えて誰でも手に取れるようにして
いるほか、施設の利用方法等を館内に掲示しています。

②市内に住む高齢者の人は誰でも利用でき、一部の市民
に対する利用制限や優遇は行われていません。高齢者の
交流の場となっており、「高齢者福祉の増進」という施設の
設置目的に適った運営が実施されています。

③事業内容に偏りはなく、利用者が限定されるような事態
は発生していません。高齢者の健康増進に資する各種の
自主事業も計画どおり実施されています。
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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

・玄関・トイレなどにスロープ・手すりを設置しています。

・自主事業として「理学療法士によるリハビリ体操」「介護
支援専門員による介護保険相談」「世代間交流事業」を実
施しています。

①快適に施設が利用できるよう、さまざまな場所にスロー
プ・手すり等が設置されています。また、利用者からの要
望を受けて、囲碁・将棋のコーナーに椅子を設置するな
ど、利用者目線に立った施設運営が行われています。

②設置されている治療機器の安全性の確認等は毎日行
われています。大きな危険を伴う機器ではないため、利用
者に対し口頭では注意事項等を伝達していませんが、使
用方法は掲示されています。

③医師・看護師による健康相談や理学療法士による体操
指導、専門家による生活・介護相談など利用者のニーズ
の高い各種の事業を計画通り行っています。また、周囲の
福祉施設と連携して催し物を開催しており、利用者から好
評を得ています。

　　　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自主事業等は事業計画書のとおり実施されているか。
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機能回復訓練に用いる機器を安全に使用できるよう、使用方法や注意事項に関する説明
を行っているか。

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）健康増進

①高齢者や障がい者が快適に施設・設備を利用できるよう配慮がされているか。
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（５）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。
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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③ホームページ等を用いてボランティアの募集やイベントの告知を行っているか。
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

・法人のホームページ・社協だよりにてＰＲしています。

・西後楽会館だよりを年４回発行しています。春号（３月下
旬発行）にてボランティア活動を紹介しました。

①指定管理者の本部が発行する「社協だより」で、イベント
の予告や実施状況の情報発信を行っています。また、施
設独自の広報紙も年４回発行しており、ボランティア活動
やイベントの状況等を紹介しています。

②館内の掲示物は、利用者の注意を引くように字の大きさ
や色などが工夫されています。

③福祉専門学校や地域の学童施設・福祉施設等からのボ
ランティアを受け入れています。イベントの告知は「社協だ
より」で行っていますが、ホームページを活用して周知がで
きないか検討してください。
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（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

　　　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

　　　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

　　　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

・統一のユニフォーム、名札を着用しています。 ①職員は制服を着用し、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評価を実施している際にも多くの利用者が受付にいらっ
しゃいましたが丁寧な対応がされていました。傾聴の姿勢
が徹底されており、好感が持てるものとなっています。
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（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。
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

・標準業務マニュアルを作成してあり、マニュアルに沿って
業務しています。

・毎朝・夕にミーティングを実施して、情報共有に努めてい
ます。
月例の職員会議を実施しています。

①開館から閉館までの各業務の実施手順を示した詳細な
マニュアルが作成されています。写真や図などを活用し
た、わかりやすい業務マニュアルとなっており、経験の浅
い職員であってもマニュアルを参照すれば一通りの業務を
実施できます。属人的になりがちな業務の標準化、仕組み
化が実現されており、特筆すべき取り組みとして高く評価
できます。

②毎日、朝夕2回のミーティングを行っており、伝達事項や
当日の利用状況等について情報共有が行われています。
また、月に1回、テーマを決めて職員会議を開催し、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必要な情報はグループウエアで各自が確認できるほ
か、必要に応じて文書を回覧しています。
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（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。
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地域からボランティア等を積極的に受け入れているか。
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他の施設等と連携し、情報交換やイベント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

　　　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

・近隣の開発により受水槽に錆がわずかに混入した際は、
地域の施設と情報交換を行いました。

・市内の福祉専門学校からボランティアを受け入れていま
す。

・ＮＰＯ法人やボランティアグループと連携してイベントを実
施しています。

①資源ごみの回収など、PTAや育成会が実施する地域の
活動に協力しています。今後は、地域の育成会と連携した
イベントの開催などを検討していく方針が立てられていま
す。

②指定管理者の本部でボランティアを募集しており、福祉
専門学校や児童福祉施設からのボランティアを受け入れ
ています。また、各種のイベントについてもNPO法人やボ
ランティア団体と協力しながら開催しています。

③指定管理者の本部に勤務する理学療法士を派遣し、体
操の指導を行うなど組織的な取り組みが行われていま
す。保健所の職員が講師を務める健康セミナー等も実施
しており、イベント等の充実を図っています。
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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

Ⅱ．施設・設備の維持管理

（１）建物・設備の保守点検

　　　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 　　　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・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

・Ｈ23.3.11東日本大震災の設備損傷記録あり。

・職員による自主点検（建築物等・消防用設備等）を実施し
ています。

①古い施設のため設備の老朽化が進んでいますが、定期
的な点検が行われ、実施状況を記録しています。また、機
器のメンテナンスは専門業者に委託していますが、業者か
ら提出される報告書等を適正に保管しています。

②施設・設備の老朽化は進んでいますが、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。

③指定管理者が実施する50万円未満の修繕は金額・修
理内容等を記録し、市に対して適正に報告が行われてい
ます。市が費用を負担する50万円以上の修繕について
も、事前に対応方法について協議するなど適切な対応が
とられています。



 

 

36 

（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。

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

　　　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

　　　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

・台帳に基づき、適正・厳正な管理に努めています。 ①指定管理者の所有する備品と、市が所有する備品を区
別して台帳に記録しています。

②市が所有する備品はシールを貼付して区別しており、備
品台帳に記録されたとおり適切に管理されていることを確
認しました。

③利用者が日常的に使用する、いす・長机などは開館準
備時や清掃時に職員が安全性の確認を行っていますが、
これらの点検結果については、記録に残すことが望ましい
と考えます。
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（３）衛生管理

①感染症や水質管理に関する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感染症の予防対策が適切に講じられているか。
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

　　　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浴槽の塩素濃度は適切に管理・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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

④レジオネラ菌等の法定検査は適切に実施され、記録が残されているか。
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

・受水槽内を目視による自主点検を実施。

・浴槽用配管洗浄を実施。

・浴槽水を毎日換水しています。

・湯飲み茶碗を毎日殺菌しています。

・以下の消毒を定期的に実施しています。
館内消毒　年１回
受水槽清掃　年１回
薬液ユニット点検　年１回

①感染症対策・水質管理に関するマニュアルが作成され
ているほか、保健所の衛生講習を受講するなど感染症の
予防対策は適切に講じられています。

②浴槽だけでなく飲料水についても水質検査を毎日実施
しており、記録が残されています。浴槽水を毎日換水する
など、感染症予防に十分な配慮がされています。

③厚生労働省の基準に沿って浴槽の塩素濃度を点検して
いますが、記録されている残留塩素濃度がやや高いと考
えられます。
塩素濃度の管理について、保健所等に問い合わせること
をお勧めします。

④法定検査は適切に実施され、記録が残されています。

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
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　　　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。

　　　できている 　　　できている

　　　できていない

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 　　　できている

　　　概ねできている

　　　非該当

　　　できていない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　概ねできている

評価の理由・特記事項等

・以下の清掃を定期的に実施しています。
じゅうたんクリーニング　年１回
ガラス清掃　年３回
分離槽清掃　年２回
雑排水槽清掃　年１回

・掃除機による日常清掃は毎日職員が実施しています。

①ヒアリング・目視により、仕様書で定める要求水準を満
たす清掃業務が実施されていることが確認できました。

②施設全体を目視により確認しましたが、大勢の利用者
がいるにも関わらずゴミ等は殆ど落ちていませんでした。
衛生的な状況を保つため清掃が行き届いており、高く評価
できます。

　　　できていない

　　　できていない

　　　非該当

アピールしたい点・特記事項等
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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・家族に対し、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

・職員によるパンフレット（西後楽会館のしおり）を作成しま
した（印刷のみ外注）。

・老人クラブに配布するなど、施設のＰＲに努めています。
また、手作りによる老人福祉センターだよりを年４回発行し
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管理を長年にわ
たって行っており、職員は施設の設置目的や基本方針を
十分に理解しています。

③指定管理者が作成したパンフレットや館内の掲示物に
より、施設の概要や設置目的を周知しています。
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（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。
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

　　　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

　　　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

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

　　　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

・概ね、１日あたり６人の職員体制を確保し、安全安心な
業務体制を執っています。（館長、事務、厨房、風呂２人、
放送）

・業務マニュアルを作成し、適切な接客業務に努めていま
す。

①仕様書で定められているとおり常時5人以上の人員を配
置し、円滑に施設が運営できるよう十分に配慮していま
す。

②仕様書で定められたとおりの営業日数・営業時間が確
保されています。

③各職員が受付、維持管理、清掃等、複数の業務をロー
テーションで実施できるような体制が確立されており、無理
のない業務の実施体制となってます。

④職員の休暇取得に配慮して前月までに勤務シフト表を
作成するなど、従業員の適正な労働環境・労働条件が保
たれるよう配慮されています。
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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

・シルバー人材センター業務委託従事者の柔軟な勤務体
制により、職員が研修に参加しやすい環境になっていま
す。

・業務改善やサービス向上の成果
①　倉庫の整理整頓
②　定期的な座布団カバー・カーテンの洗濯を行っていま
す。
③　受付窓口の引戸を外し、顔の見える窓口にしました。
④　足の不自由な方への対応として、囲碁将棋コーナーに
テーブル席を設けました。
⑤　ＡＥＤを常時見える場所に置いています。

①年度ごと作成している事業計画書に研修計画に関する
記載がありますが、実施時期や内容を具体化することが
望ましいと考えます。

②職員が研修に参加する場合は、あらかじめスケジュー
ルや勤務シフトを調整するなど希望に沿えるよう配慮がさ
れています。応募時の提案書には、接遇研修の充実を図
ることがうたわれていますので、積極的な取り組みを期待
します。

③毎日2回のミーティングが行われ、業務の中で気づいた
ことや改善点について、日常的に職員から提案が行われ
ています。提案内容に基づいて設備やサービスの向上が
図られており、高く評価できます。
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（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

　　　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

　　　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

　　　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

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

　　　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

・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り扱いに勤めてい
ます。

①個人情報の取り扱いに関する規程が作成され、事務所
内に備え付けられています。規程のほか、個人情報の管
理方針等も整備されており、高く評価できます。

②利用者アンケートで住所・氏名・連絡先等の個人情報を
収集していますが、書面に利用目的が明示されていませ
ん。アンケートの様式を変更する必要があります。

③数年に1度、職員を対象とした研修が行われています
が、ミーティングなどを利用して、制度や取り扱い方法の周
知を図ることが求められます。

④個人情報を含む書類は、夜間は鍵のかかるキャビネット
に保管されています。また、パソコン内で管理されている
個人情報はなく、管理状況に問題はありません。
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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

・西後楽会館消防計画に基づく従業員に対する防災教育
の実施（Ｈ24.12.6、Ｈ25.2.27）。

・自衛消防訓練の実施（Ｈ24.12.21、Ｈ25.2.28）。

・法人が施設に配車した福祉車両を用いて、体調不良の
利用者を自宅に送るなど、緊急対応に努めています。

①利用者の体調不良や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全職員を対象にした安全講習が実施されており、職員
は緊急時の対応や救助方法について十分に理解していま
す。

③緊急時の連絡先一覧と連絡網を作成し、事務室に掲示
しています。また、指定管理者の本部によるバックアップ
体制も確立されています。
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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

・館長：大広間、駐車場、敷地内の巡回　を毎日実施
　風呂担当：脱衣所の巡回　を毎日実施

・機械警備業務を㈱セコムに委託している。

①夜間の防犯業務は外部の専門業者に委託しており、適
正に行われています。日中についても、駐車場を含めた敷
地内の巡回を定期的に行っており、仕様書等のとおり業務
が実施されています。

②鍵の管理簿等が整備されておらず所在が不明確である
ため、取り扱い方法の改善が必要です。また、日報では閉
館時の施錠担当者を記録していますが、開錠についても
時刻・担当者等の記録を残すことが望ましいと考えます。

③館内を定期的に巡回しているほか、駐車場等の見回り
も状況に応じて行なっています。
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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

・川越西消防署による救命講習（胸骨圧迫要領・ＡＥＤの
使用方法）を実施（Ｈ24.12.18、利用者46人・職員7人が参
加）。

・消防局立入検査による指摘事項は、概ね対応していま
す。

・市・県等で作成している事故防止マニュアルを回覧して
います。

・館内掲示「飲酒後の入浴は危険です」「飲酒運転の禁
止」。

・ＡＥＤのバッテリーチェックを毎日実施。

①消防計画に基づく自主点検時に施設の安全性について
確認を行っています。今後は、施設独自のマニュアルや
チェックリストを作成し、日常的な点検を実施、記録してい
く必要があります。

②日常的に安全点検を行っていますが、マニュアル・
チェックリストが整備されていないため、記録が残されてい
ません。危険が想定される箇所については、チェックリスト
等により安全性の確認を行うことを検討してください。

③ＡＥＤの使用方法について職員だけでなく利用者も対象
にした研修を実施しており、高く評価できます。バッテリー
のチェックを毎日行うなど機器の管理状況も良好です。

④重篤な事故は発生していませんが、利用者は高齢者が
多くアクシデントが発生しやすい状況です。救急要請を
行ったケースなどは、内容を記録し市に報告することが望
ましいと考えます。

　　　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

　　　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

③AED等の救命機器を設置し、機器の使用方法について研修等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

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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（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

　　　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

　　　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

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 　　　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

・消防署との直通電話を設置しています。 ①法定の消防計画を策定し、各種の点検等を実施してい
ます。

②消防計画に基づき避難訓練を年2回実施しています。火
災発生時の職員の役割分担等を定め、訓練の都度、役割
の確認を行っています。

③利用者が安全に避難できるよう、避難経路に障害となる
ものは一切置かれていませんでした。避難経路もわかりや
すく掲示されており、利用者の安全確保に十分配慮されて
います。

④各種の訓練は消防署の指導のもとで行われ、施設の利
用者も参加するなど実施方法も工夫がされています。消
防・警察等との連携体制が確立されています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当
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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

　　　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

　　　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

　　　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

・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。

①会計・経理処置は本部で専任の担当者が行っていま
す。本部では経理規程を設け、適性な管理体制が整備さ
れています。

②経理担当職員は配置されていませんが、本部の専任の
担当者が各種の会計処理を行っています。当施設の現金
の取り扱いは館長が責任者となっており、責任の所在が
明確にされています。

③経理帳簿・伝票等は本部で処理・保管されており、当施
設内に保管されているものはありません。当施設で作成す
る伝票は本部に送られ、内容・金額等がチェックされた後
に処理される決まりとなっています。
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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

　　　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 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

・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、経費削減に取り組んでいます。

・芝刈りなどは、職員で対応しています。

・日頃から節電・節水について、館内に貼紙等で周知を図
り、利用者にも協力をお願いしています。

①収入・支出の計画と実績に大きな乖離はなく、事業計画
に基づいた適正な運営が実施されていると評価できます。

②事業報告書は年度ごと作成されており、業務の実施状
況等が報告されています。外部委託や修繕の状況につい
ても適正に報告されており、問題は見受けられません。

③外部委託している業務は、指名競争入札等によって委
託先を選定しており、委託費の圧縮に努めています。ま
た、照明の間引き等による光熱費の削減に取り組んでい
ます。ただし、経費の大部分を占める人件費については、
民間水準と比較するとやや過大になっている印象を受け
ます。
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＜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＞

・指定管理者は指定管理者制度の導入前から本施設の管
理を行っているほか、複数の類似施設を運営しているた
め、本施設の管理・運営に関する豊富なノウハウを蓄積し
ています。職員も施設の設置目的や管理運営の基本方針
を熟知しており、利用者目線に立ったサービスの提供が行
われています。さらに、指定管理者の本部に所属する看護
師による健康相談や、福祉・健康に関する専門機関・専門
家と連携した講座やセミナー等を開催しており、高齢者の
健康増進を図る施設の設置目的に則した運営が実施でき
ています。

・開館から閉館までの各業務の実施手順を示した詳細なマ
ニュアルが作成されています。マニュアルは、写真や図を
活用した大変わかりやすいものとなっており、経験の浅い
職員であってもマニュアルを参照すれば一通りの業務を実
施できる体制が確立されています。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できることが
極めて重要です。属人的になりがちな業務の標準化、仕組
み化が実現されており、特筆すべき取り組みとして高く評
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

指定管理者　記述 評価機関　記述

・さらに利用者増に向けた試みを目指します。 ・危機管理や安全管理に関する業務自体は適正に実施さ
れていますが、点検結果等を記録していないケースが見受
けられます。各業務についてチェックリスト等を作成し、実
施状況を目に見える形で残していくことが必要です。

・施設の鍵の管理方法が不明確になっています。防犯上
の問題があるため、取り扱いを改める必要があります。

・個人情報保護法では、個人情報を収集する際にその利
用目的を特定・明示することを義務付けています。一部の
書類に利用目的が明示されていないものがあるため早急
に改善が必要です。

＜評価機関からの提案＞

・総合的な緊急時の対応マニュアルを早期に完成できるよ
う、計画的に作成を進めてください。

・利用者が非常用ボタンを押すとブザーが事務室内だけに
鳴っていたが、他の職員もすばやく対応できるように、呼出
ブザーを厨房内にも増設して、緊急時に備える仕組みを強
化しました。

・緑のカーテンを設置して節電に努めています。

・資源ごみを地域のＰＴＡや育成会の回収に出して、つな
がりを築いています。

・地域の児童福祉施設の児童・生徒を招待して、節分豆ま
き会（世代間交流事業）を実施しています。
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