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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。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・専門的な視点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り扱

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． 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週別・月別の利用状況を記録し、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 
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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 

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 

 

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・清掃業務 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等に基づいた衛生管理・清掃業務が実施されているか 

②衛生管理・清掃業務の実施状況は記録が残されているか 

③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の安全性が点検されているか 

③事故防止や事故発生時の対応について研修等(AED の使用方法等)を実施しているか 

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り組んでいるか 
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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 川越市北部地域ふれあいセンター 

所在地 埼玉県川越市大字山田 1578 番地 1 

敷地面積 3,680 ㎡ 

建物面積 1,259 ㎡ 

建物構造 鉄筋造平屋建（一部 2 階建） 

開設年月 平成 14 年 11 月 

館内設備 多目的ホール、広間（2 室）、会議室（2 室）、和室（2 室）、音楽室、 

調理実習室、創作室等 

営業日数 年間 308 日（毎週火曜、12 月 29 日~1 月 3 日は休館日） 

施設概要 文化活動や生涯学習を通し、市民の交流拡大を図ることを目的とし

た施設であり、201 席の観覧席を有する多目的ホール、音楽室、調

理実習室などが設置されている。開設当初から住民管理方式による

管理を行っており、平成 20 年度から指定管理者制度を導入してい

る。年間の利用者数は 50,657 人（平成 25 年度）。 

 

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 

・施設の維持管理に関する業務 

・施設使用料の収納に関する業務 

・その他の業務 

 

＜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 24 年度 19,291,000 円 （決算額） 

平成 25 年度 22,244,000 円 （決算額） 

平成 26 年度 21,060,000 円 （予算額） 
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③指定管理者の概要 

 

名称 特定非営利活動法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会 

所在地 川越市大字山田 1578 番地 1 

代表者 代表理事 戸田 勝美 

事業内容 

北部地域ふれあいセンターを住民管理方式により運営することを

目的として設立された組織であり、施設運営を通した豊かな地域社

会づくりを実現するために、住民が参加する各種の自主事業等を実

施している。 

設立年月 平成 20 年 1 月 

指定管理対象 

施設の管理実績 

平成 14 年度から平成 19 年度までの 6 年間は、前身の川越市北部

地域ふれあいセンター運営協議会（任意団体）として本施設の管理

を行った。平成 20 年度に NPO 法人の認証を受け、同年より指定

管理者として本施設の管理運営を開始。現在、指定管理 2 期目であ

る。 

第 2 期目期間：平成 25 年 4 月 1 日~平成 30 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 24 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な運営が行われ

ており、施設の利用状況についても例

年と同程度で推移している状況であ

る。（Ｈ22：2,993 件、Ｈ23：3,063 件、

Ｈ24：3,011 件） 

自主事業への取組については、平成 24

年度は５つの主催事業、１つの共催事

業を実施など積極的かつ継続的に取り

組まれている。 

施設のＰＲについては、広報紙「北・

ふれあい」を発行し、活動状況・利用

案内等を周知する等、積極的に取り組

まれている。 

今後も市と協力して、施設利

用者へのサービス向上に取

り組むこと。 

平成 25 年度 管理運営については、協定書、仕様書、 今後も市と協力して、施設利
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事業計画書に基づき良好な運営が行わ

れており、施設の利用状況についても

前年度に引き続き微増傾向にある。

（H24：3,011 件、H25：3,029 件） 

自主事業への取組について、平成 25

年度は５つの主催事業、１つの共催事

業を実施など積極的かつ継続的に取り

組まれている。 

施設のＰＲについては、広報紙「北・

ふれあい」を発行し、活動状況・利用

案内等を周知する等、積極的に取り組

まれている。 

用者へのサービス向上に取

り組むこと。 
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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 富士見市 草加市 春日部市 所沢市

人口 349,317人（H26.10.1現在） 109,070人（H26.9.30現在） 245,280人(H26.10.1現在） 237,965人(H26.10.1現在） 342,814人（H26.9.30現在）

対象施設名
川越市北部地域ふれあい
センター

針ケ谷コミュニティセンター 瀬崎コミュニティセンター 春日部コミュニティセンター 中富南コミュニティセンター

開館年 平成14年 昭和61年 昭和59年 昭和56年 平成8年

建物面積
（延べ床面積）

1,259.48㎡ 1,571.54㎡ 612.59㎡ 772.90㎡ 1,228㎡

指定管理者
特定非営利活動法人
川越市北部地域ふれあい
センター運営協議会

公益社団法人
富士見市シルバー人材
センター

瀬崎まちづくり市民会議 市直営
公益財団法人
所沢市公共施設管理公社

施設設備

多目的ホール、広間（２）、
会議室（２）、和室（２）、音
楽室、調理実習室、創作
室

展示ギャラリー（2）、研修
室（2）、美術室、和室（2）、
視聴覚室、談話室、調理
実習室

集会室、和室（2）、実習室
（調理設備あり）、会議室、
視聴覚室

コミュニティーホール、会議
室（2）、学習室、音楽室、
和室、調理室

ホール、和室（2）、集会
室、談話室、調理室

利用料金

◎午前・午後・夜間の3区
分で料金に差がある。使
用時間による差はない。

多目的ホール：1,550～
3,220円
広間：750～1,700円
会議室：500～1,100円
和室：300～500円
音楽室：750～1,150円
調理実習室：700～1,000円
創作室：600～900円

◎午前・午後・夜間の3区
分で料金に差がある。使
用時間による差はない。

展示ギャラリー：500～
1,100円
研修室：200～400円
美術室：200～400円
和室：200～400円
視聴覚室：200～400円
談話室：200～300円
調理実習室：300～500円

◎利用時間によって3区分
に料金設定されている。下
記料金は2時間当たりの料
金。

集会室：1,140～1,710円
和室：100～210円
実習室：270～400円
会議室：180～270円
視聴覚室：180～270円

◎下記料金は1時間当たり
の料金。ただし、午前8時
30分～9時30分、午後9時
～10時までは延長料金が
発生。

コミュニティーホール：550
円
会議室：150～250円
学習室：100円
音楽室：100円
和室：150円
調理室：100円

◎2時間ごとに6区分に分
かれている。下記料金は1
区分（2時間）当たりの料
金。

ホール：600円
和室：150円
集会室：150円
談話室：150円
調理室：300円

定員

多目的ホール：201名
広間：40～50名
会議室：25～35名
和室：15名
音楽室：25名
調理実習室：30名
創作室：30名

展示ギャラリー：計200名
研修室：各18名
美術室：15名
和室：各12名程度
視聴覚室：15名
談話室：8名
調理実習室：15名

集会室：200名
和室：12～15名
実習室：20名
会議室：14名
視聴覚室：27名

コミュニティーホール：150
名
会議室：15～50名
学習室：20名
音楽室：20名
和室：30名
調理室：25名

ホール：96名
和室：20～40名
集会室：30名
談話室：30名
調理室：24名

年間利用状況
（平成25年度）

利用者数：50,657人
利用件数：3,029件

利用者数：50,547人
利用件数：4,352件

利用者数：34,162人
利用件数：2,760件

―
利用者数：4,9448人
利用件数：4,298件

利用時間 午前9時から午後9時 午前9時～午後10時 午前9時から午後9時30分

午前8時30分～午後5時15
分（館長が必要と認めた場
合は午後10時まで延長可
能）

午前8時30分から午後9時
30分

指定管理期間
5年間

（平成25年4月1日～
平成30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24年4月1日～
平成29年3月31日）

―
5年間

（平成26年4月1日～
平成31年3月31）

公募/非公募 非公募 公募 非公募 ― 公募

備考

・市内2カ所に類似施設あ
り。他1施設の指定管理者
は特定非営利活動法人川
越市東部地域ふれあいセ
ンター運営協議会で非公
募となっている。
・2施設ともに住民管理方
式による施設運営となって
いる。

・市内に類似施設が6つあ
る。他5施設は市直営。

・市内13カ所に類似施設あ
り。他12施設の指定管理
者は一般社団法人草加市
コミュニティ協議会で、全て
非公募となっている。

・公民館との複合施設。
・市内2カ所に類似施設あ
り。全て直営で公民館との
複合施設になっている。

・市内5カ所に類似施設あ
り。内2施設は直営で、残り
3施設は公募により公益財
団法人所沢市公共施設管
理公社が指定管理者と
なっている。

 

 

① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設のうち、指定管理者制度を導入している 4 施設全ての指定

管理期間が 5 年間となっています。全国的にみても同種施設の指定管理期間は 5 年

間としている例が多く、妥当であると考えます。 
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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。北部地域ふれあいセンターのようにホール等を備えた文化施設には、

指定管理者制度を導入するケースが多くなっていますが、選定方法はまちまちです。 

指定管理者の選定を公募とするか非公募とするかは自治体が判断することになり

ますが、本施設を住民管理方式の施設として維持していくためには、今後も非公募

で現指定管理者を選定していく必要があります。施設の管理運営自体は他の団体で

あっても実施できると考えられるため、施設の位置づけや住民管理方式の意義等を

一層明確にし、市民にも周知していく必要があります。 

 

③ 料金 

比較対象とした他市の施設の使用料等とほぼ同水準であり、妥当であると考えら

れます。 

 

（３）第三者モニタリングの結果の総括 

指定管理者である特定非営利活動法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会

は、本施設の管理運営を目的として地域住民によって設立された NPO 法人であり、

現在も地域団体や住民の協力を得ながら施設運営に当たっています。本施設の開設か

ら現在までの 12 年間の施設運営によって、指定管理者は十分なノウハウを蓄積して

おり、各種業務を概ね適切に実施しています。 

特筆すべき点としては、住民同士の交流を目的としたイベントや講座を地域団体や

学校、近隣の公民館等と連携して開催し、地域のコミュニティづくりに貢献している

ことがあげられます。こうした営利目的でない自主事業の充実は、住民管理方式なら

ではの取組みといえます。また、利用者の安全確保に対して高い意識が払われており、

利用者が安心して施設を利用できるよう、全職員が基本的な救命処置を習得していま

す。 

一方で、個人情報の取り扱い、アンケートの実施方法、鍵の管理方法等、改善を要

する事項が少数ながら確認されたほか、人材育成など今後の検討が必要な課題も残さ

れています。一般的な事業法人とは異なる現指定管理者にとって、対処が困難な課題

もあるものと思われますが、全国的にも珍しい住民管理方式の利点を生かし、意欲的

な取組みが継続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 地域と連携した施設の管理運営に努め、地域のコミュニティづくりに大きく貢献

しています。 

指定管理者は、本施設の管理運営を目的として地域住民によって設立された

NPO 法人です。現在も地域の住民や、団体、学校などと連携し、施設の管理運営

に当たっており、敷地内の草取りなどは、住民によるボランティアの協力を得な

がら実施しています。 

自主事業では、住民が参加するお祭り、地域の愛好者団体や小学校によるコン

サート、地元産の食材や伝統芸能を伝える講座などに積極的に取り組み、住民の

相互理解やコミュニティづくりに大きく貢献しています。 

 

② 事故や利用者の体調急変に備え、全職員が基本的な救命処置の手順を習得してい

ます 

事故や利用者の体調の急変が発生した際に適切な救命活動が行えるよう、全職

員が普通救命講習を受講しており、AED の使用方法や基本的な救命処置の手順を

習得しています。過去 2年間で救急搬送の必要なケースが 2件発生しましたが、

職員は迅速に初期対応を行い、いずれも大事には至りませんでした。利用者が安

心して施設を利用できるよう十分に配慮しており、高く評価できます。 

 

（５）早急に改善が必要な点 

① 指定管理者自らがアンケートを実施し、利用者ニーズを把握することが必要です。 

平成 26 年度から利用者のニーズを把握するためアンケート調査を開始してい

ます。このアンケートの集計や分析は市が行っていましたが、川越市の「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、指定管理者がアンケートを

行い、結果を市に報告するよう定めています。 

指定管理者制度において、利用者のニーズや満足度を把握するアンケートは、

指定管理者によって適正なサービスが提供されているか判断するための重要な手

段となります。今後は、指定管理者自らがアンケートを実施していく体制を整備

していくことが必要です。 

 

② パソコンの管理方法について改善が必要です。 

施設の利用者や、指定管理者の役職員の個人情報を扱うパソコンの管理方法が

不適切です。パソコンにアクセスする際の ID・パスワードは、第三者がうかがい
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知ることのできないよう厳正に管理することが必要です。 

 

（６）第三者評価機関からの提案 

① 各種の日常点検の結果について、記録を残していくことが望ましいと考えます。 

 事故防止、防犯等の業務に関する日常点検については、結果の記録方法の見直

しが必要です。点検自体は適正に実施されていますが、特に、施設の施錠・開錠

に関する記録や、駐車場・施設・備品の安全点検の結果を記録に残していくこと

を検討してください。また、利用者からの苦情・意見についても、特定の様式等

を作成して受付状況や対応結果を記録していくことが望ましいと考えます。 

 

② 常勤職員の増員等を検討する必要があると考えます。 

指定管理者の応募時に作成した事業計画書に記載したとおり職員を配置してい

ますが、常勤の職員は 1 名のみであり、経理や各種事務など、常勤職員に掛かる

負担が大きくなっている様子がうかがえます。これまでのところ、施設の管理運

営に特段の支障は発生していませんが、今後、現指定管理者が管理運営を継続し

ていくためには、将来を見据えた人材育成を行うことも求められます。 

常勤職員の増員と、それに伴う指定管理料の見直しについて市と協議していく

ことが必要であると考えます。 
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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 28個＞ 

指定管理者    できている 16個  概ねできている 12個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている 20個  概ねできている 8個  できていない 0個 

① 利用者アンケート等の実施 

 平成 26 年度から利用者を対象として、施設のサービスや満足度等に関するア

ンケート調査を実施しています。現在、アンケートの集計、分析は市が行ってい

ますが、川越市の指定管理者制度に関するガイドラインでは、アンケートは指定

管理者が実施し、結果を市に対して報告するよう定めています。今後は指定管理

者が集計や課題の抽出を行えるよう、体制を整備していく必要があります。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 アンケートのほか、施設の入口付近に意見箱を設置して苦情・意見等を受け付

けています。また、職員は利用者の多くと面識があるため、積極的にコミュニケ

ーションを図ることで意見や要望の収集に努めています。利用者から寄せられた

苦情や意見に対しては、センター長が責任者として対応し、職員間で内容を共有

しています。 

 業務の実施状況に問題はありませんが、今後は苦情や意見の受付状況や対応結

果を特定の様式に記録すること、対応手順等の明文化を図ることを検討してくだ

さい。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 市民の誰もが利用できる施設であり、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。事業内容にも偏りはなく、子どもから高齢者まで幅広い世代を

対象としたイベントや講座を実施し、地域住民の交流の場を提供しています。 

④ 利用者の受付体制・受付方法 

 施設の利用申請の受付、利用許可に関する業務は、協定書・仕様書等に定めら

れた通り適正に実施しています。平成 25 年度から、それまで市への振り込みが

必要であった使用料を施設の窓口で納めることが可能になり、利用者の利便性が

向上しています。また、施設を初めて利用する方に対しては、受付時に設備や備

品の使用方法や注意事項などを丁寧に説明し、利用者が円滑に施設を利用できる

よう配慮しています。 
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⑤ 自主事業 

 自主事業に関する計画書を年度ごと作成し、計画に沿って各種イベントを適正

に実施しています。イベントの内容は、住民が参加するお祭り、地域の愛好者団

体や小学校の児童・生徒によるコンサート、地元産の食材や伝統芸能を伝える講

座など多岐にわたっており、住民の相互理解やコミュニティづくりに大きく貢献

しています。 

⑥ 広報・PR活動 

 施設の概要、利用方法等を記載したパンフレットを作成し、本施設の窓口、市

役所、近隣の公民館、東部地域ふれあいセンターなどに設置しています。イベン

トの告知については、市の広報や公民館だよりによって案内しているほか、ポス

ターを近隣の学校や商店等に掲示し、地域住民への周知に努めています。 

⑦ 職員の応対・マナー 

 職員は名札を着用しており、利用者が職員を判別できるようになっています。

職員の身だしなみ、応対の際の言葉遣いは適正で好感の持てるものとなっていま

す。利用者アンケートでも職員の対応について高い評価が得られています。 

⑧ 職員の情報共有 

 職員の勤務シフトは 3 交代制となっているため、全ての職員が揃う機会は少な

くなっていますが、業務報告と引継ぎ事項を記録する連絡帳を活用し、職員の情

報共有を図っています。また、同種の施設である東部地域ふれあいセンターと合

同で職員会議を開催し、事務手続きや管理業務の手法などについて情報共有と話

し合いを行っています。さらに、標準的な業務の実施手順等をマニュアルとして

整備し、サービスの向上を図っています。 

⑨ 地域や地域住民との連携 

 本施設は住民管理方式によって運営されており、自主事業として地域の伝統芸

能を学ぶ団体の活動を発表する機会や地元産の食材を利用した料理教室など、各

種のイベントを実施しています。こうしたイベントには、地域団体や学校、近隣

の公民館などと連携して取り組んでおり、地域一体となった施設の運営が実現さ

れています。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 9個＞ 

指定管理者    できている 8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 8個  概ねできている 1個  できていない 0個 

① 建物・設備の保守点検 

 会議室・多目的ホール等は利用の都度、チェックリストを用いて破損や不具合

がないか点検し、施設の利用に支障が生じないよう十分に注意しています。不具

合があった場合は迅速に修繕等の対応をしており、対応結果を市に適正に報告し

ています。 

② 備品管理と安全点検 

 施設内の備品は全て市の所有であり、備品台帳を使用して管理・点検を行って

います。利用者に貸し出す備品については使用した都度、チェックリストを用い

て状態を確認しています。椅子や机、調理器具など館内に備え付けている備品に

ついても定期的に安全性等の確認を行っていますが、これらについてもチェック

リスト等を作成し、点検結果を記録することを検討してください。 

③ 衛生管理・清掃業務 

 施設の衛生管理や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。敷地内の草刈りや樹木の剪定などは、住民によるボランティアの協

力を得ながら実施しており、本施設の環境美化に地域一体となって取り組んでい

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 7個  概ねできている 6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策定されており、指定管理

者の応募時に作成された事業計画書に方針が明記されています。指定管理者は住

民管理方式によって本施設の管理運営を行うことを目的に設立された団体であり、

職員も施設の設置目的や基本方針を十分に理解しています。 

② 業務体制と職員配置 

 配置人員について、仕様書・協定書に職員数などの具体的な定めはなく、指定

管理者が作成した事業計画書のとおり、常勤職員 1 名と非常勤職員 8 名を配置し

ています。施設の管理運営に関する各種業務は概ね適切に実施されていますが、

常勤職員が 1 名のみのため、経理や事務などの常勤職員に掛かる負担がやや大き

くなっている様子がうかがえます。 

 これまでのところ施設の管理運営に特段の支障は生じていませんが、今後、継

続的に本施設の管理運営を行っていくうえでは、経理や事務を担当する職員の育

成が不可欠であると考えられるため、常勤職員の増員とそれに伴う指定管理料の

見直しなどを市と協議していく必要があります。 

③ 人材育成 

 公金や個人情報の取り扱いに関する研修を実施していますが、研修計画等は作

成されておらず、研修内容も固定化されている傾向があります。今後はサービス

向上の観点から研修内容を見直し、計画的に人材育成を行っていくことが求めら

れます。 

④ 個人情報の保護 

 個人情報の取り扱いに関する規程を作成し、規程に沿って業務を実施していま

す。施設の利用者や役職員の個人情報が記載された書類の管理状況に問題はあり

ませんでしたが、パソコンの管理に関し、一部不適切な取り扱いが確認されまし

た。パソコンの起動時および施設の予約状況を管理する市の公共施設予約システ

ムにログインする際に、ID・パスワードの入力が必要になりますが、こうした ID・

パスワードは、第三者がうかがい知ることのできないよう厳正に管理することが

求められます。 
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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 7個  概ねできている 7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 緊急時対応の仕組み 

 利用者の体調不良や災害など、各種の緊急時の対応に関するマニュアルを整備

し、職員に配布しています。緊急時には、マニュアルを参照して事態に迅速に対

応できるよう職員の指導を徹底しています。 

② 防犯対策 

 防犯対策としては、職員が不在となる夜間は専門業者に委託し、機械警備を行

っています。昼間は職員が施設内を巡回し、施設内や駐車場に異常がないか確認

しています。施設の施錠・開錠の状況は、機械警備のセットと解除の時刻によっ

て確認できるようになっていますが、施錠・開錠の時刻や担当者が不明確となっ

ていますので、日報等に記録していくことを検討してください。 

③ 事故防止対策 

 事故防止対策としては、自主点検表を作成し、各部屋の施錠確認や火元の点検

を行っています。職員は救命講習を受講し、AED の使用方法や基本的な救命処置

の方法を習得しています。過去 2年間で 2件、救急搬送が必要なケースが発生し

ましたが、職員はいずれも迅速な処置を行っており高く評価できます。 

 事故の発生状況等は口頭で市に報告していますが、事故報告のための様式を作

成し、書面により報告することを検討してください。 

④ 防災対策 

 防災対策としては、法定の消防計画を作成し、年 2回の避難訓練と各種の点検

を実施しています。本施設は、川越市の避難所に指定されていますが、市や関係

機関との連絡体制を整備し、利用者や避難者の安全確保ができるよう努めていま

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  5個  概ねできている 2個  できていない 0個 

① 指定管理料の執行状況 

 公金の取り扱いおよび経理全般に関する規程を整備しており、規程に沿って会

計処理を行っています。金額に応じて、支払伝票の処理に複数人の決裁を必要と

しているほか、こまめな入金によって保管する現金を必要最小限にするなど、適

正な会計・経理処理に努めています。 

② 収支決算状況 

 事業報告書・収支決算書は適正に作成し、市に報告しています。年度ごと作成

する事業計画書には、職員体制や研修計画、収支計画など記載の不足している部

分があるため、内容の充実を図る必要があります。 

 平成 25年度の指定管理料が前年度から増額されていますが、これは消費税の取

り扱いについて市と指定管理者双方に錯誤があったためであり、事業計画等に問

題はありませんでした。決算書類の作成や申告については、専門家等のアドバイ

スを受け、適正に実施できるよう努めてください 
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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 24 年度と平成 25 年度の施設の収支計画と実績は以下のとおりです。平成 25

年度は、消費税の取り扱いについて市と指定管理者双方に錯誤があったため、指定管

理料を増額して消費税を納めています。決算書類の作成や申告については、専門家等

のアドバイスを受け、適正に実施していくことが求められます。 

単位：円

平成24年度 平成24年度 平成25年度 平成25年度

計画 実績 計画 実績

19,291,000 19,291,000 19,497,000 22,244,000

指定管理料 19,291,000 19,291,000 19,497,000 22,244,000

その他 0 0 0 0

19,291,000 19,258,801 19,497,000 22,083,538

職員給与・手当 5,600,000 5,824,634 5,600,000 5,864,791

臨時職員給与 6,900,000 6,748,478 6,950,000 6,622,943

その他人件費 708,000 585,357 0 663,225

消耗品費 380,000 301,518 310,000 254,503

光熱水費 2,150,000 2,062,735 2,250,000 2,312,684

修繕費 330,000 373,537 480,000 450,975

印刷製本費 30,000 82,320 30,000 20,580

通信運搬費 150,000 122,016 150,000 116,874

業務委託費 2,835,000 2,781,030 2,835,000 2,762,655

手数料 114,000 241,981 0 200,590

その他 94,000 135,195 892,000 2,813,718

0 32,199 0 160,462

19,291,000 19,291,000 19,497,000 22,244,000

0 0 0 0

収入合計

　　　事業費

　　指定管理料返還金

支出合計

差　引

科目

 

 ※計画は指定管理者の応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 

     本施設は貸館業務が中心であり採算性の低い事業であることから、利用料金制

は採用されておらず、本施設の管理運営に係る指定管理者の収入の全てが指定管

理料によるものとなっています。利用者から一定の使用料を徴収していることを

踏まえると、指定管理料に加えて利用料金制を併用することも可能であるため、

将来的な導入を検討する必要があると考えます。また、今後もモニタリングによ

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 

 正規職員 2 名（非常勤のセンター長 1 名を含む）と臨時職員 7 名が勤務してい

ます。 

正規職員 1 人当たりの人件費（福利厚生費は含まない）は、平成 25 年度実績

で 2,932 千円となっています。これは、同業種（その他のサービス業）の民間の

平均賃金である 3,386 千円と比べて低い水準となっており、適正であると考えら

れます。 

 

③ 光熱水費について 

 電気料金の値上げ等により、平成 25 年度の実績は当初計画を上回りましたが、

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 

 施設内の清掃、夜間警備、音響・照明設備の保守など多くの業務を外部業者に

委託しています。設備の保守については、設置した業者に委託することが必要に

なるケースが多く、委託業務の契約形態は随意契約が多くなっていますが、出来

る限り入札によって事業者を選定し、委託費の削減に努めています。 

 

⑤ 修繕費について 

 施設の修繕等を行う場合、原則として見積額が 30 万円以上のものは市が、30

万円未満のものは指定管理者が費用を負担します。建設から約 12 年が経過して

いるため、漏水や空調の故障など不具合が増加していますが、点検等による不具

合の早期発見に努め、修繕費の最小化を図っていますが、今後は市と協議して長

期的な修繕計画等を検討していく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26年度

 　一般財団法人長野経済研究所

平成26年8月27日

                        川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会

指定管理者第三者モニタリング

評価シ－ト

     施設名　　　：川越市北部地域ふれあいセンター

     指定管理者：特定非営利活動法人
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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、地区民の要望により建設された施設で
あり、設置の目的は、市民の文化の向上と豊かな地
域社会づくりのための施設として地域住民が気軽に
集い、ふれあえる施設となることです。市の方針に基
づき、他の施設と同様に利用者へのサービスを行っ
ています。
　当施設は住民管理方式を採用し、その職員には
定期的に職員会議を行い、適切な利用者等への対
応しているところです。
　上記をふまえ職員も利用者に気を使い対応してい
るので評価しています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

　当施設も１２年が経過し、経年劣化及び震災等の
影響もあり修繕の必要なところが複数箇所あります。
施設整備は危険と思われる個所については、緊急
に修繕しますがそれ以外については、市に相談及
び予算要求しています。
　今後、市と整備計画を作成し、対応を考えていま
す。
　施設管理は、11の委託契約に基づき対応している
ところです。
　運営委員会及び地域の皆さんによる環境美化運
動(樹木の剪定、除草)など地域の取組みとして実施
して頂き、住民管理方式ならではの運営であると評
価しています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

　川越市から当運営協議会が指定管理を受け協定
に基づき施設管理を行っています。
　施設管理体制について、センター長１名(週３勤
務)、常勤1名、午前、午後、夜間の交代制勤務７
名、計９名で常時２名体制で行っています。
　運営協議会は、代表理事、理事、運営委員以下
総勢27名で構成し、自主事業など行う場合はその
他のボランティアにも協力を仰ぎ実施しています。
　全体から施設管理体制において常勤1名では無
理があるように感じています。

評価結果の総括

第三者評価機関　評価

①協定書や事業計画書等に基づき適正な施設・設備の維
持管理業務を行っており、利用者が安全に利用できる状
態が保たれています。修繕等が必要な場合は迅速に対応
し、円滑な施設利用ができるよう努めています。

②施設内の備品は全て市が所有しており、備品台帳に
よって適正に管理しています。利用者に貸し出した備品
は、使用した都度、チェックリストを用いて点検しています。
椅子や机等、各部屋に備え付けている備品についても、定
期的に安全性等を確認していますが、これらについても
チェックリスト等に点検結果を記録することを検討してくださ
い。

③施設の衛生管理や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。敷地内の草取りなど
は、住民によるボランティアの協力を得ながら行っており、
施設の環境は美しく保たれています。

①平成26年度からアンケートを開始し、施設への要望や満
足度を把握するための仕組み作りに取り組んでいます。ア
ンケート結果から利用者の満足度は高いことがうかがえま
すが、今後はアンケート結果をサービス改善に繋げられる
ように体制を整備していくことが求められます。

②利用者から寄せられた意見や苦情には、センター長が
責任者として迅速に対応しています。業務自体は適正に
実施していますが、苦情・意見等の内容と対応状況につい
ては、記録をしっかりと残していくことが望ましいと考えま
す。

③全国でも珍しい住民管理方式によって施設が運営され
ており、子どもから高齢者まで楽しむことができる各種の自
主事業を実施しています。住民の交流の場として大きな役
割を果たしており、非常に高く評価できます。

④市内の同種施設と協力して施設の運営方法の改善、マ
ニュアルの充実等に取り組んでいるほか、近隣の公民館と
連携したイベントを実施するなど、地域一体となった施設の
運営が実現されています。

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おり、職員は設置目的や基本方
針を十分に理解しています。

②事業計画書に記載したとおり、常勤1名、非常勤8名の職
員を配置していますが、常勤職員が1名のみのため、経理
や各種事務などの負担が大きくなっている様子がうかがえ
ます。これまでの所、施設の管理運営に特段の支障は生じ
ていませんが、常勤職員の増員などを市と協議していく必
要があるものと考えます。

③公金や個人情報等に関する研修を実施していますが、
研修計画が作成されておらず、研修内容も固定化されて
います。サービス向上の観点から計画的な人材育成を
行っていくことが求められます。

④個人情報を扱うパソコンは、起動時にユーザーID、パス
ワードを入力するよう設定していますが、ID・パスワードの
管理状況が不適切です。取り扱いを早急に改善する必要
があります。



 

 

27 

指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

　当施設は、市から災害時避難場所に指定されてい
ます。
　災害時の対応説明書、消防計画による年２回の避
難訓練消火訓練及び緊急連絡網など対応ができる
状況にあります。

Ⅴ
．
効
果
的
・
効
率
的
な
施
設
管
理

　出来るだけ効果的、効率的な管理を心掛けていま
す。
　また、日常的な施設管理については、勤務してい
る職員で清掃や点検など心がけるようにしており、樹
木の選定や除草作業などは運営協議会の役員の
方にも協力頂き作業を行っております。

Ⅵ
．
そ
の
他

　地域の方々に協力を頂き、施設の運営管理を効
率的に行っております。
　自主事業等においても、運営協議会（地域の方）
が中心となり、数多くの自主事業が開催され、地域
の集いの場としての徐々に定着してきている施設に
なっていると考えています。

①利用者の体調不良や各種の緊急時の対応に関するマ
ニュアルを整備し、職員に配布しています。また、緊急時に
はマニュアルを参照して迅速に対応ができるよう職員の指
導を徹底しています。

②防犯対策としては、職員が不在となる夜間は専門業者に
委託し、機械警備を行っています。また、昼間は職員が施
設内を巡回し、施設内や駐車場に異常がないか確認して
います。施錠・開錠の時刻や担当者が不明確となっていま
すので、日報等に記録していくことを検討してください。

③事故防止対策としては、自主点検表を作成し、施錠確認
や火元の点検を行っています。職員はAEDの使用方法や
救命措置に関する研修を受講しているため、急病人に対し
て迅速な処置を行える体制となっており、高く評価できま
す。今後は、点検表に記録する項目を見直すことや施設
内で起こった事故の報告様式の作成を検討してください。

④防災対策としては、法定の消防計画を作成し、各種の点
検、年2回の避難訓練を実施しています。当施設は、川越
市の避難所に指定されていますが、市や関係機関との連
絡体制を整備し、利用者や避難者の安全確保ができるよう
努めています。

①公金の取り扱いおよび経理全般に関する規程を整備し
ており、規程に沿って会計処理を行っています。金額に応
じて、支払伝票の処理に複数人の決裁を必要としているほ
か、こまめな入金によって保管する現金を必要最小限にす
るなど、適正な会計・経理処理に努めています。

②平成26年度の指定管理料が前年度から増額されていま
すが、これは消費税の取り扱いについて市と指定管理者
双方に錯誤があったためであり、事業計画や会計処理の
取り扱いに問題はありません。今後、決算書類の作成や申
告については、専門家等のアドバイスを受け、適正に実施
できるよう努めてください。

③事業報告書・収支決算書は適正に作成し、市に報告し
ています。年度ごと作成する事業計画書には、職員体制や
研修計画、収支計画など記載の不足している部分があるた
め、内容の充実を図ってください。

第三者評価機関　評価
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　すぐ対応できるものは即対応しています。しかし、お金が
かかるような要求などに対しては市と相談のもとに予算要
求等しています。
　施設の中に目安箱等利用者からのアンケートについて
は、取っております。また、本年、４月から施設利用者への
利用についてのアンケート調査を市と協力して実施してお
ります。
　現在のところ、利用者からのご意見等はありませんので
アンケートからの課題に対して対応策は特に講じておりま
せん。
　但し、平成２５年度から利用方法においても利用者の利
便性を考慮し、窓口での使用料の支払いを可能といたしま
した。

①平成26年度から利用者を対象として、施設のサービス
や満足度等に関するアンケート調査を開始しています。

②アンケートの集計は市が行っており、結果を指定管理者
と共有しています。川越市の「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、アンケートは指定管理者
が行い、結果を市に対して報告するよう定められています
ので、体制が整い次第、指定管理者が集計や課題の抽出
を行うよう改める必要があります。

③平成26年度からアンケート調査を開始しているため、課
題の抽出等はまだ行っていません。アンケート結果から、
利用者の満足度は高いことが確認できました。

　　　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

　　　概ねできている

　　　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

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
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　当施設の管理体制からセンター長が対応しています。
　施設職員内で解決できる問題については、施設長から
全職員と相談の上、早急に対応し、予算的に必要な場合
は、市と相談の上対応するように心がけています。
　但し、現在のところ、苦情はありません。

①入口付近に意見箱を設置して苦情・意見等を受け付け
ています。また、当施設は住民管理方式で運営されている
ため、職員は利用者の多くと面識があり、積極的にコミュ
ニケーションを図ることで意見や要望の収集に努めていま
す。

②利用者から寄せられた苦情や意見に対しては、セン
ター長が責任者として対応し、職員間で内容を共有してい
ます。ただし、こうした対応手順等について明文化されたも
のはありません。

③苦情・意見等の内容は、職員間で情報共有のために使
用している「連絡帳」に記録しています。今後は、苦情・意
見の受付日時、対応者、内容等について、別途、記録をし
ていくことが望ましいと考えます。

④設備の故障に関する意見・要望が多くなっていますが、
対応可能なものは速やかに職員が対処し、結果について
利用者に伝達しています。

　　　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

　　　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

　市民に文化活動及び学習の場を提供することにより市
民の相互交流を図り、もって市民の文化の向上及び豊か
な地域社会づくりに資するために設置された施設であるの
で地域住民のためだけでなく市民が誰でも利用できる施
設として気軽にふれあえるよう心掛けています。また、来
館した利用者に対し、公平に対応するよう職員にも指導し
ています。

①窓口に施設の利用案内等を記載したパンフレットを備え
付けています。施設の利用方法は、館内にも掲示していま
す。

②市民の誰もが利用できる施設であり、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。

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。自主事業として、地域住民のコミュ
ニティーづくりを目的としたお祭りや各種の講座を行ってい
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

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

　協定書の定めに沿って、利用者の申請、受付等は行って
おり、利用状況等の報告については、市（市民活動支援
課）へ定められた期間中に報告を行っております。
　備品等についても、備品台帳を備え貸し出せる物品につ
いては、適正に貸し出しをしています。

①施設の利用申請の受付、利用許可に関する業務は、協
定書・仕様書等に定められた通り適正に実施しています。

②施設や備品を初めて利用する方に対しては、職員が備
品の使用方法や、後片付けなどのルールを口頭で説明し
ています。利用後は、チェック表に基づいて利用者自身に
備品の状態や後片付けの完了などを確認してもらう仕組
みを設けています。

③週別・月別の利用者数、使用料等の状況を整理し、市
へ報告を行っています。

　　　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週別・月別の利用状況を記録し、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

　　　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

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）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。
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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

　ＮＰＯ法人北部地域ふれあいセンター運営協議会として
自主事業を行っており、自主事業を実施する場合運営協
議会の役員の協力を得て事業を実施しております。事業
を実施している役員が地域の顔見知りということもあり、気
軽にセンターへ顔を出すことができ、事業の準備は大変で
すが各事業とも盛況に実施することができます。

①年度ごとに自主事業に関する計画書を作成し、計画に
沿って適正に実施しています。住民が参加するお祭りや、
地域団体や小中学校によるコンサートなど、地域コミュニ
ティーづくりに貢献するための各種イベントを実施していま
す。

②子どもから高齢者まで楽しむことができる各種のイベン
トを実施しています。地域住民の交流の場として施設の設
置目的にかなった事業に取り組んでおり、高く評価できま
す。

③自主事業への参加人数、経費等について取りまとめ、
市へ報告しています。今後は実施状況や内容等の総括を
行い、次年度以降の計画作成に活用することなどを検討
してください。

　　　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

　　　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

（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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている
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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

　地域の公民館や学校と連携を取り、「公民館だより」に掲
載させて頂いたり、地域の学校や公民館、農協などにチラ
シやポスターなどの掲示依頼をしております。
　また、北部地域ふれあいセンターの施設のパンフレットを
作成し、当館窓口や東部地域ふれあいセンター、市（市民
活動支援課）等の窓口に置いてあります。
　また、市（市民活動支援課）を通じ、必要に応じて市の広
報紙（広報かわごえ）への記事の掲載も依頼しておりま
す。

①「公民館だより」や市の広報を通して、イベントの告知な
どの情報発信を行っています。

②施設の概要や利用案内等を記載したパンフレットを作成
し、当施設の窓口のほか、市役所、近隣の公民館、東部
地域ふれあいセンターなどに設置しています。また、イベ
ントを告知するポスターなどは、近隣の学校や民間の協力
を得て、様々な場所に掲示しています。

③施設内の掲示物は、利用者の注意を引くように文字の
大きさや色などが工夫されています。掲示物の内容も、子
どもから高齢者までの幅広い利用者が理解できるよう、配
慮しています。

　　　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

　　　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

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

（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。

 



 

 

34 

　職員ミーティングを節目、節目に行い、気が付いた事項
を職員に伝達したり、指導する機会を設けています。
　現在まで職員のマナーに関しての苦情や意見は頂いて
おりませんが、今後も引き続き接客対応には気を付けてま
いりたいと考えております。

①職員は名札を着用しており、利用者が職員であることが
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職員の応対や言葉遣いは丁寧で、好感が持てるものと
なっています。利用者アンケートでも、職員の対応につい
て高い評価が得られています。

　　　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

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

　　　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

（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。
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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　３交代の勤務であり、事務職員の交代時での引継ぎは、
連絡帳と口頭で行っております。伝達事項等には気を配
り、職員間のコミュニケーションを大切に行っています。
　また、事務マニュアルを作成し、利用者に対し、職員が
誰でも同じ対応が取れるようにしております。

①開館から閉館までの各業務の実施手順等を示したマ
ニュアルを作成しています。

②3交代の勤務体制となっているため全ての職員が揃う機
会は少なくなっていますが、連絡帳を活用し情報共有と業
務の引継ぎを行っています。また、同種施設である東部地
域ふれあいセンターと合同で職員会議を定期的に実施し
ており、事務・管理業務の手法などについて情報共有を
行っています。

③職員に必要な情報は、掲示物や連絡帳を活用して情報
の共有化を図っています。

　　　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

　　　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

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

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（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
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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

　運営協議会が地域からできた組織で役員は地域の団体
から選ばれているため地域や地域の団体と協力、連携は
取れています。
　また、同様に地域の協議会が指定管理を受け管理を
行っている団体である東部地域ふれあいセンターと年に
数回ではありますが職員の交流を市が中心となり持って
います。また、適宜、電話等での情報交換等を実施してお
ります。

①当施設は住民管理方式によって運営されており、地域
団体や学校、近隣の公民館などと連携して各種のイベント
を実施しています。地域のコミュニティーづくりに大きく貢
献しており、高く評価できます。

②自主事業として実施しているイベントでは、地域の伝統
芸能を学ぶ団体の活動を発表する機会や、地元産の原材
料を利用した料理教室を開催するなど、地域活動に積極
的に協力しています。

③同種施設である東部地域ふれあいセンターと合同で職
員会議を開催し、情報交換等を行っています。また、近隣
の公民館と協力し、イベントなどの案内を相互の施設に掲
示しています。

　　　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

　　　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

　　　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

（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
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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

　施設も１０年を超えているため設備等も故障が増えてい
ます。
　市に対しても、予算要求をしていますが、危険と思われ
る場所等を優先し、修繕を行っております。
　今後、修繕計画を作成するなど市と相談し、実施する予
定です。

①会議室・ホール等は利用の都度、チェックリストを用いて
設備等の状況に支障がないことを確認しています。ホール
の音響・映像設備は専門業者にメンテナンスを委託してい
ますが、業者から提出される報告書等を適切に保管して
います。

②目視によって施設の内外の状況を確認しましたが、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30万円未満の修繕は、金額、修
理内容等を帳簿に記録し、市へ結果を報告しています。30
万円以上の修繕は市が費用を負担しますが、不備があっ
た場合は金額の多少にかかわらず、対応について市と協
議するなど適切に対応しています。

　　　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

　市の備品のみですので、市の備品台帳等備え、管理し
ております。

①施設内の備品は全て市が所有しており、指定管理者制
度の導入時に市が作成した備品台帳を使用して管理・点
検を行っています。

②複数の備品を点検しましたが、備品には市が所有して
いることを示すシールが貼付されており、記録漏れ等はあ
りません。故障等によって破棄した備品については、破棄
した日付などを正確に報告・記録しています。

③利用者に貸し出す備品については、使用した都度チェッ
クリストを用いて状態を確認しています。椅子や机、調理
器具など、館内に備え付けられている備品は、安全性に
問題がないかを定期的に確認していますが、これらについ
てもチェックリスト等を作成し、点検結果を記録するよう検
討してください。

　　　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

　　　概ねできている

　委託している清掃だけでなく、常時、施設の職員が環境
美化に対して心掛けるようにしています。
　先に記入しましたが、樹木の選定や除草作業について
は、地域（運営協議会）の方等の協力を得て実施しており
ます。

①協定書、事業計画書等で定められたとおり清掃業務が
行われています。敷地内の草取りなどは、地域住民による
ボランティアの協力を得ながら実施しています。

②職員が実施した清掃業務については日報に記録してい
ます。一部、専門業者に委託している清掃業務は、業者か
ら実施状況について報告書の提出を受け、職員が確認し
ています。

③施設全体を目視により確認しましたが、目立った汚れ、
ゴミ等はありませんでした。利用者に対して、ゴミの持ち帰
りの呼びかけを徹底するなど、施設の環境美化に努めて
います。

③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 　　　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衛生管理・清掃業務の実施状況は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

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・清掃業務

①協定書・事業計画書等に基づいた衛生管理・清掃業務が実施されているか。
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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

　利用者調整会議を３ケ月前の月初めの日に行っており、
利用者に伝える機会を設けています。

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北部地域ふれあいセンター運
営協議会は、住民管理方式によって当施設を管理運営す
ることを目的に設立されており、職員は設置目的や基本方
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、自主事業等を通し
て施設の設置目的や基本方針を周知しています。

　　　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

　常勤１名で１０年が経過し今まで問題も起こらず現在に
至っていますが、ことが起こると他の交代制勤務者ではと
ても対応しきれませんので常勤2名体制が必要であると考
えます。または、常勤を補佐する非常勤職員等が必要で
はないかと考えております。
　今後、職員の勤務形態については、運営協議会や市とも
相談し、検討すべきと考えております。

①協定書、仕様書等では配置する職員数に関して具体的
な定めはありませんが、指定管理者が作成した事業計画
書のとおり、常勤1名、非常勤8名の職員体制となっていま
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当初の計画どおりの職員配置となっていますが、常勤
の職員は1名のみであり、経理や各種事務など、常勤職員
に掛かる負担が大きくなっている様子がうかがえます。こ
れまでの所、施設の管理運営に特段の支障は発生してい
ませんが、常勤職員の増員などを市と協議していく必要が
あるものと考えます。

④常勤の職員が少ないため、人繰り等がやや困難になっ
ている様子がうかがえます。

　　　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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　定期的に職員ミーティングを開催し、施設職員からの自
由な意見を聞く機会を設けており、施設内での意思疎通を
中心に職員間のコミュニケーション作りを心掛けておりま
す。

①公金や個人情報の取り扱い等に関する研修を実施して
いますが、年度ごとの研修計画は作成されていません。今
後は、研修計画を作成し、計画的な人材育成を行っていく
ことが求められます。

②毎年実施している研修内容が固定化されていますの
で、サービス向上の観点から研修内容を見直していくこと
を検討してください。

③職員の提案により、駐車場の事故防止対策を実施して
います。また、利用者からの要望を受け、市民が不用品の
交換を行うスペースを設けるなど、利用者目線に立った業
務改善・サービスの向上が図られています。

　　　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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　必ず職員ミーティングで個人情報の保護について指導し
ております。また、市から個人情報の関係の文書等が通
知されたら必ず徹底するようにしております。

①個人情報の取り扱いに関する規程を作成し、規程に
沿って業務を実施しています。

②利用者の住所・氏名等を記載した利用申請書類を受け
付けていますが、書類の提出先は川越市であり、様式も
市が作成したものを使用しています。また、アンケートや意
見箱は未記名方式となっています。

③職員全員が集まる会議時に、個人情報の取り扱いに関
する研修を毎年実施しています。

④個人情報を扱うパソコンには、起動時にユーザーID、パ
スワードを入力するよう設定していますが、外部の目に触
れる可能性のある場所にID・パスワードのメモ書きが貼付
されていました。セキュリティ上、大きな問題がありますの
で早急に改善することが必要です。

　　　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。

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。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　常に何かあった場合関係機関への連絡と併せて施設長
への連絡、施設長が必要に応じて市（市民活動支援課）へ
の連絡を入れるという体制を整備しています。

①利用者の体調不良や各種の緊急時の対応に関するマ
ニュアルを整備し、職員に配布しています。

②緊急時の対応手順を定めたマニュアルを各職員に配布
しており、緊急時にはマニュアルを参照して迅速に対応が
できるよう職員の指導を徹底しています。

③職員間の連絡網および市や関係機関の連絡先一覧を
作成し、事務室内に掲示しています。

　　　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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　　　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

　　　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

　職員のローテーションについては、夜勤は原則男性が当
たるようにしております。

①協定書・仕様書のとおり防犯業務を実施しています。職
員が不在となる夜間は、専門業者に委託し機械警備を
行っています。

②施設の施錠・開錠の状況は、機械警備のセットと解除の
時刻の記録によって確認できるようになっていますが、施
錠・開錠を誰が行ったか等を日報等に記録しておくことが
必要です。

③閉館時に施設内を巡回し、各部屋の施錠や備品の状況
を点検しています。日中にも適宜、施設内や駐車場を見回
り、異常がないかを確認しています。

　　　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



 

 

46 

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

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　職員へは、利用者が通行したり、利用する際に危険と思
われる箇所がないか、通常と違和感のある箇所がないか
を心掛けて点検するようをお願いしています。
　また、見つけた場合すぐに報告するよう指導しています。

①自主検査チェック表を作成し、施錠確認や調理室の火
元点検を行い、事故防止に努めています。

②点検自体は適正に実施していますが、駐車場や施設・
備品等の点検結果に関するチェック表等を作成し、安全上
の問題がないこと等について記録を残していくことが望ま
しいと考えます。

③全職員が普通救命講習を受講しており、AEDの使用方
法や基本的な救命処置等を習得しています。過去2年間で
2件、救急搬送が必要なケースが発生していますが、職員
はいずれも迅速な処置を行っており、非常に高く評価でき
ます。

④施設内で発生した事故の状況等は、随時、市に対して
報告しています。駐車場では、花壇や段差に車が接触しな
いよう、ポールを立てて注意喚起を行うなどの工夫がみら
れます。市への報告は、口頭等で行われていますが、事
故報告書のための様式を作成し、書面による記録を残す
よう検討してください。

　　　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

　　　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事故防止や事故発生時の対応について研修等（AEDの使用方法等）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

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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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　市から災害時等の避難場所に指定されています。緊急
の場合施設長に連絡が入り、施設を開放するなどの措置
を取れるよう体制を整えています。

①法定の消防計画を作成し、各種の点検等を実施してい
ます。

②消防計画に基づき年2回の避難訓練を実施しており、職
員は利用者の避難誘導の方法等について十分に理解し
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
ものは置かれていません。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しています。

④当施設は川越市の避難所に指定されています。市民が
安全に避難できるよう、市や関係機関との連絡体制が確
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

　　　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

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

（４）防災対策
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　　　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

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

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

　　　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

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

　年間の市からの指定管理料は、精算という形を取り、差
額は市へ返還しております。
　また、１名の常勤職員が経理を担当しており、運営協議
会の経理と併せて適切に処理がされ、施設長がチェックで
きる体制を整えております。

①公金の取り扱いおよび経理全般に関する規程を整備し
ており、規程に沿って会計処理を行っています。全ての伝
票処理にはセンター長の決裁が必要であり、一定額以上
の支出にはNPO理事の決裁を要件とするなど、適正な会
計・経理処理に努めています。

②経理は1名いる常勤職員が担当しており、施設管理業
務と兼務しています。全ての伝票をセンター長が確認して
いるほか、現金の取り扱いについてもセンター長の責任の
もとで厳正に管理しています。

③経理帳簿・伝票は勘定科目ごと適正に作成・保管されて
います。一定期間の伝票を点検し、全ての支払いについて
決裁者の承認を得ていることを確認しました。

④現金は公金と自主事業に関する収入を区別して管理し
たうえで、こまめに金融機関に入金し、保管する現金を必
要最小限にしています。

　　　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
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　施設の使用料は、全て市へ納入される手続きをとってお
り、基本的には使用料の納入があって初めて申請手続き
完了しますので未納処理はありません。
　また、指定管理委託料については、年度毎に精算制とし
ており、運営協議会の決算と併せて適正に行われており
ます。

①平成25年度の指定管理料が前年度から増額されていま
すが、これは消費税の取り扱いについて市と指定管理者
双方に錯誤があったためであり、事業計画や施設運営に
問題はありません。今後、決算書類の作成や申告につい
ては、専門家等のアドバイスを受け、適正に実施できるよ
う努めてください。

②事業報告書・収支決算書は年度毎に適正に作成してい
ます。事業計画書には、職員体制や研修計画、収支計画
など記載の不足している部分があるため、内容の充実を
図ってください。

③地域住民による清掃等の支援や、職員自ら軽微な修繕
を行うことで経費削減に取り組んでいます。

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

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

　　　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）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
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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、地域住民によって当施設の管理運営を
目的として設立されたNPO法人であり、全国でも珍しい住
民管理方式によって施設が運営されています。地域団体
や学校、近隣の公民館等と連携して、住民同士の交流を
目的とした各種のイベントを実施しており、地域のコミュニ
ティーづくりに大きく貢献しています。

・事故発生時に適切な救命活動が行えるよう、全職員が普
通救命講習を受講しており、AEDの使用方法や基本的な
救命処置等を習得しています。過去2年間で2件、救急搬
送が必要なケースが発生していますが、職員はいずれも迅
速な処置を行っており、非常に高く評価できます。

・協定書、事業計画書等で定められたとおり清掃業務を
行っており、利用者にもゴミの持ち帰りを呼びかけるなど環
境美化に努めています。敷地内の草取りは地域住民による
ボランティアの協力を得ており、地域が一体となった施設の
維持管理が行われています。

＜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

　施設に対しての今後の改修、修繕計画を早急に作成す
べきと考えております。

　職員の勤務体系や勤務条件等を検討する必要があると
考えております。

・アンケートの集計は市が行っていますが、川越市の「指定
管理者制度の導入及び運用に係わるガイドライン」では、
指定管理者がアンケートを行い、結果を報告するよう定め
られています。今後は指定管理者が集計や課題の抽出を
行うよう改める必要があります。

・個人情報を扱うパソコンは、起動時にユーザーID、パス
ワードを入力するよう設定していますが、ID・パスワードの
管理状況が不適切です。取り扱いを早急に改善する必要
があります。

＜評価機関からの提案＞

・事故防止、防犯等に関する日常点検については、結果の
記録方法について見直しが必要です。点検自体は適正に
実施されていますが、特に、施設の施錠・開錠に関する記
録や駐車場・施設・備品等の安全性について、点検結果を
記録に残していくことを検討してください。

・事業計画書に記載したとおりの職員を配置しています
が、常勤職員が１名のため、経理や各種事務の負担が大
きくなっています。これまでの所、施設の管理運営に特段
の支障は生じていませんが、常勤職員の増員などを市と協
議していく必要があるものと考えます。

　住民管理方式を取っており、地域で施設を管理している
という形で行っていますので利用者も愛着を持って利用し
て頂いております。
　自主事業では、運営協議会の役員と施設の職員が一体
となって取り組んでおり、また、何か突発的に起こったこと
に対しては、運営協議会の役員も加わり迅速に対応できる
体制となっております。
　地域での事業を当施設で開催するなど地域で中心的な
施設となりつつあると考えております。
　市とも連携が取れており、この住民管理方式は有効的な
管理であると自負しております。
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