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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、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． 葬儀・法要等の管理運営 

評価のポイント 

①利用者と事前に綿密な打合せを実施し、葬儀・法要等が円滑に行われているか 

②予約状況を適切に管理しているか 

③葬儀業者・料理業者の指導、監督を適正に行っているか 

ⅴ． 広報・ＰＲ活動 

評価のポイント 

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

②施設の掲示物は誰にでもわかりやすいように配慮がされているか 

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

ⅵ． 職員の応対・マナー 

評価のポイント 

①利用者が職員だと判別できるよう、名札や制服を着用しているか 
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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・植栽管理 

評価のポイント 

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

②ゴミ処理等における衛生管理や分別は適切に行っているか 

③適正な植栽管理と定期的な害虫駆除を実施し、美しい景観が維持されているか 

ⅳ． 清掃業務 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり清掃業務が行われているか 

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか 
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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 

③発生した事故について記録を作成し、改善のための対応がとられているか 

ⅳ． 防災対策 

評価のポイント 

①防災に関するマニュアル等が整備されているか 

②避難訓練や防災訓練が実施されているか 

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか 

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか 

 

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理 

ⅰ． 指定管理料の執行状況 

評価のポイント 

①適正な会計処理が行われているか 

②経理を担当する職員が配置されているか 

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか 

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか 

ⅱ． 収支決算状況 

評価のポイント 

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか 

②事業報告書・収支決算書は適正に作成されているか 

③経費削減や業務の効率化に取り組んでいるか 
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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 川越市民聖苑やすらぎのさと 

所在地 埼玉県川越市大字小仙波 867 番地 1 

敷地面積 22,177 ㎡ 

建物面積 4,652 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造 2 階建 

開設年月 平成 12 年 7 月 

館内設備 式場（5 室）、法要室（4 室）、霊安室（2 カ所・遺体保冷庫 10 室）、

遺族控室、会葬者控室、ロビー、事務室等 

営業日数 年間 362 日（1 月 1 日～1 月 3 日は休苑日） 

施設概要 川越市民の葬儀・法要、もしくは川越市民が喪主をつとめる葬儀・

法要を行うことを目的とした施設であり、最大 350 席の収容が可能

な式場のほか、法要室、霊安室等を備える。利用者の負担を軽減す

るため、葬儀料金、料理代金の上限を定めており、多くの市民に利

用されている。年間の利用実績は 3,571 件（平成 25 年度）。 

 

②指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・市民聖苑やすらぎのさとの運営に関する業務 

・市民聖苑やすらぎのさとの維持管理に関する業務 

・その他の業務（警備業務・駐車場案内業務等） 

 

＜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 24 年度 139,288,000 円 (決算額) 

平成 25 年度 140,254,000 円 (決算額) 

平成 26 年度 146,840,000 円 (予算額) 
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③指定管理者の概要 

 

名称 公益財団法人川越市施設管理公社 

所在地 川越市郭町 1 丁目 18 番地 7 

代表者 理事長 風間 清司 （川越市副市長） 

事業内容 

地域のコミュニティの育成並びに文化及びスポーツの振興を図る

とともに、川越市内の公共施設の管理運営を受託し、市民サービス

の向上と住民福祉の向上に寄与することを目的に各種事業を行っ

ている。 

設立年月 平成 2 年 5 月 

指定管理対象 

施設の管理実績 

平成 12 年度から平成 17 年度までの 6 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当施設の管理運営にあ

たっている。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 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

年と同様で推移している。開苑から１

０年以上が経過し、空調機・音響設備

の経年劣化による故障が増え、部品の

供給も難しくなっている。故障箇所を

事前に発見できるようチェックリスト

等で、出来る努力を重ねているが、今

後、修繕費が増加することは必至の状

況である。大規模な修繕については、

計画を立て、予算要求をする等、計画

的に行う必要がある。 

今後も経費削減を継続する

とともに市民ニーズの把握

及びサービスの提供に努め

ること。 

平成 25 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

ている。 

市民の方からも、公共の葬儀施設とし

今後も経費削減を継続する

とともに市民ニーズの把握

及びサービスの提供に努め

ること。 
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て信頼を得ており、利用状況について

も、例年と同様で推移している。また、

開苑から１０年以上が経過し、空調

機・防災設備等施設設備の経年劣化に

よる故障が増加傾向である。日常の点

検チェックを重視し、早めの対応と同

時に大規模な修繕についても計画を立

て、予算要求をする等今後も計画的に

準備を検討する必要がある。 
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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 朝霞市 新座市 所沢市 越谷市

人口 349,317人（H26.10.1現在） 133,849人（H26.10.1現在） 163,107人（H26.10.1現在） 342,814人（H26.9.30現在） 333,414人（Ｈ26.10.1現在）

対象施設名 川越市民聖苑やすらぎのさと 朝霞市斎場 新座市営墓園斎場 所沢市斎場 市営越谷市斎場

開館年 平成12年 平成9年 昭和58年 昭和62年 平成17年

建物面積
（延べ床面積）

4,652.74㎡ 1878.77㎡ 1,845.88㎡
4322.25㎡

※火葬場含む
8,556㎡

※火葬場含む

収容人数
（式場）60～150名※1
（法要室）各40名※2

（式場）75～145名
（法要室）35～45名

（式場）各100名
（法要室）36～50名

（式場）40～85名 （式場）各80名

年間利用率
（平成25年度）

　通夜：87.8％
告別式：90.0％

74.5% ―
79.8%

4,798件
―

指定管理者
公益財団法人
川越市施設管理公社

公益財団法人
朝霞市文化・スポーツ振興
公社

新座メモリアルグループ
公益財団法人
所沢市公共施設管理公社

PFI越谷広域斎場
株式会社

施設設備

式場（5会場）、法要室（4室）、
霊安室（2カ所10室）、遺族控
え室（2室）

式場（2会場）、和室（6室）、安
置室（1室）、祭壇（1）

式場（2会場）、和室（1室）、洋
室（3室）、安置室（1室）

式場（4）
式場（4）、清め室（4）、遺族控
え室（4）、霊安室

料金

（式場）
15,000円～40,000円/1回
（法要室）
2,500円/2時間
（霊安室）
1,000円/24時間

（式場）
市内：2,500～3,700円/1時間
（和室）
市内：1,500～1,900円/1時間
（安置室）
市内：100円/1時間
（祭壇）
市内：15,000円/1回

（式場）
1,650～2,570円/1時間
（和室・洋室）
1,030円/1時間
（安置室）
100円/1時間

（式場）
12,500円～25,000円

（火葬料）
5,000円～10,000円
（待合室）
4,000円
（式場）
150,000円
（霊安室）
2,000円（24時間）

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

分

（火葬場）
午前9時～午後5時
（式場）
全日

指定管理期間
5年間

（Ｈ23.4.1～Ｈ28.3.31）
5年間

（Ｈ24.4.1～Ｈ29.3.31）
3年間

（H25.4.1～H28.3.31）
5年間

（Ｈ26.4.1～Ｈ31.3.31）
5年間

（Ｈ22.4.1～Ｈ27.3.31）

公募/非公募 非公募 非公募 公募 公募 非公募

備考

・市内に公営の斎場はほ
かに無し。(直営の火葬場
が1カ所あり）

※1　第1・第2式場を合わ
せて350名収容可能。
※2　法要室洋室1・2を合
わせて80名収容可能

・市内に公営の斎場はほ
かに無し。

・市内に公営の斎場はほ
かに無し。

・市内に公営の斎場はほ
かに無し。

・越谷市、吉川市、松伏町
の広域斎場。
・市内に公営の斎場はほ
かに無し。

 

 

① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設のうち 4 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、市民聖苑やすらぎのさとが採用している 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 2 施設、非公募が 3 施設となっています。指定管理者制度
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を導入している葬儀場は全国に多数ありますが、指定管理者の選定を非公募として

いる自治体が多く、市町村の直営で運営されている施設も目立ちます。 

指定管理者の選定にあたっては、施設の設置目的や特性に応じて公募とするか非

公募とするか自治体が判断することになりますが、公募制を採用した場合、競争原

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

川越市は当施設の特性を踏まえ、非公募で指定管理者を選定しているものと思わ

れますが、同種施設の指定管理者を公募している自治体もあるため、将来的には公

募制の導入を検討する必要があると考えます。 

 

③ 料金 

比較対象とした施設によって料金にバラつきはありますが、市民聖苑やすらぎの

さとの使用料は他の施設と比べ、極端に高い又は安いということはなく、妥当な水

準であると考えます。 

 

（３）第三者モニタリングの結果の総括 

指定管理者である公益財団法人川越市施設管理公社は、開設当初から本施設の管理

を行っており、葬儀場の管理・運営に関して豊富な実績とノウハウを有しています。

また、指定管理者は、市民を対象とした「施設見学会」を実施するなど葬儀・法要に

関する情報提供や相談体制の強化を図っているほか、利用者を対象にしたアンケート

を実施することでニーズを把握し、業務の改善に努めるなど、サービス向上に積極的

に取り組んでいます。施設や設備の維持管理業務に関しても、各種のマニュアル、チ

ェックリストを作成し点検や修繕を入念に行うなど、施設が安全かつ円滑に利用でき

るよう細心の注意を払っている状況が確認できました。 

このように、指定管理者が行う運営業務、維持管理業務は、適正かつ高いレベルで

実施されており、住民福祉の向上という施設の設置目的が十分に実現されているもの

と考えられます。 

今回のモニタリングでは、早急に改善を要する点は確認されませんでしたが、配置

人員の適正化や収支報告書の記載方法など、いくつかの検討すべき課題が残されてい

ます。こうした課題に対処していくとともに、一層のサービス向上に向けた意欲的な

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 葬儀業者・料理業者への指導と監督を徹底し、市民が安心して施設を利用できる

よう努めています。 

通常、利用者が市民聖苑やすらぎのさとを利用する際は、葬儀を執り行う葬儀

業者、精進落としや法要の料理を提供する料理業者と契約しますが、川越市では、

市民の負担を軽減するため、この葬儀費用・料理の単価に関し上限を設けていま

す。指定管理者は、見積書や領収証等を厳格に審査するなど、業者に対する指導・

監督業務を徹底し、市民が安心して葬儀・法要を行えるための環境づくりに努め

ています。 

また、葬儀業者・料理業者と定期的な会議を開催し、活発に意見や情報を交換

しているほか、接遇マニュアルなど一部の業務マニュアルを共有することで、関

係者が一体となったサービス向上にも積極的に取り組んでいます。 

 

② 利用者アンケートや施設見学会を活用し、市民のニーズ把握とサービス向上に積

極的に取り組んでいます。 

施設の利用者を対象としたアンケートを実施し、葬儀・法要に関する様々なニ

ーズの把握に努めています。アンケート結果は、サービス内容や設備の改善、葬

儀業者・料理業者の指導のために活用しています。 

また、指定管理者は、葬儀が行われない友引を利用して、葬儀の進め方などに

関する説明や相談を行う「施設見学会」を開催し、情報が不足しがちな葬儀・法

要に関し市民の理解を深めるため、積極的な情報提供を行っています。 

このように、利用者目線に立ったニーズ把握と情報提供によって、サービス向

上に積極的に取り組む姿勢は非常に高く評価できます。 

 

③ 利用者が安心して施設を利用できるよう、緊急事態への備えを十分に行っていま

す。 

事故や災害など多様な緊急事態への対応方法を規定したマニュアルを整備し、

職員への周知を徹底しています。マニュアルの一部は、遺族控室など利用者の目

が届く場所にも置いており、利用者の安全確保に十分配慮している様子がうかが

えます。安全管理に関する研修も充実しており、職員は普通救命講習を受講し、

基本的な救命技術や AED の使用方法などを習得しています。 

施設の維持管理業務においても、チェックリストを用いて建物・設備の詳細な

点検を実施しており、点検や修繕の結果を適正に記録・保管し、利用者が安心し

て施設を利用できる状態が維持されています。 
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（５）早急に改善が必要な点 

仕様書・協定書などの要求水準を満たしていない業務の実施状況は確認できません

でした。 

（６）第三者評価機関からの提案 

① 労働環境の充実を図るため、配置人員の増加等を検討していくことが望ましいと

考えます。 

配置人員について、仕様書・協定書に職員数等の具体的な定めはなく、指定管

理者が作成した計画どおり人員を配置していますが、最小限の体制となっている

ため、特に、正規職員については繁忙時に掛かる負担が大きくなっていると考え

られます。公休以外の有給休暇の取得がやや困難となっている様子もうかがえる

ため、配置人員の増加や、それに伴う指定管理料の見直しなどを川越市と協議し、

労働環境を充実させていくことが求められます。 

 

② 収支報告書の記載方法を改め、本施設の運営による収支状況を明確にする必要が

あると考えます。 

収支報告書は適正な監査を受けたものを基に作成しており、記載された内容自

体に問題はありませんが、自主事業に係る収支、指定管理料の返還金などの一部

項目に、報告書への記載方法や根拠が不明確となっているものがあります。本施

設の運営による収支状況がより明確となるよう、収支報告書の記載方法について

市と協議を行う必要があると考えます。 
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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 25個＞ 

指定管理者    できている 25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  22個  概ねできている 3個  できていない 0個 

① 利用者アンケート等の実施 

 利用者を対象としたアンケートを実施し、サービスの内容や施設に関する満足

度や意見、要望を幅広く収集できるよう努めています。アンケート結果は、サー

ビスや施設の改善に活用しているほか、寄せられた意見を基に葬儀業者や料理業

者などの関係者に対する指導を行うなど、アンケートを効果的に利用してサービ

ス向上に取り組む仕組みが定着しています。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 アンケートのほか、受付に意見箱を設置することで利用者の意見・苦情を幅広

く把握できるよう努めています。意見・苦情の処理方法や、責任者、市への連絡

体制などが明確にルール化されており、苦情処理のための体制が適正に構築され

ています。また、意見・苦情の内容は全職員で共有し、速やかに対応策を講じて

おり高く評価できます。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 施設を利用できる条件等は条例で定められており、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。自主事業では、葬儀や法要に関する説明や相談を

行う施設見学会を実施するなど、市民が安心して施設を利用できるよう積極的に

情報提供を行っています。また、施設の利用案内、料理等のパンフレットを作成

し、ロビーや市の施設に設置することで、利用方法の周知に努めています。 

④ 葬儀・法要等の管理運営 

 市民聖苑やすらぎのさとでは、葬儀費用等に関する市民の負担を軽減するため、

葬儀費用や料理単価などについて市が上限を設定しています。指定管理者は、葬

儀を執り行う葬儀業者、精進落としや法要の料理を提供する料理業者等から見積

書・領収書の提出を受け、不適切な取り扱いがないか厳格な審査を行っています。 

 また、施設や備品の使用方法等については、葬儀業者や遺族と事前の打ち合わ

せを丁寧に行い、円滑に葬儀・法要等が実施できるよう配慮しています。 

⑤ 広報・PR活動 

 葬儀が行われない友引を利用して施設見学会を実施し、施設の利用方法や葬儀
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の進め方等のアドバイスを行っています。指定管理者である川越市施設管理公社

のホームページでも施設の利用案内等を行っていますが、施設の特徴や利用方法、

施設見学会の日程等がわかりづらくなっています。施設独自のホームページを開

設するなど、広報・PR 活動の充実が求められます。 

⑥ 職員の応対・マナー 

 職員は、スーツ、制服、名札を着用しており、利用者が一目で判別できるよう

になっています。職員の身だしなみは適正であり、清潔感が感じられます。 

 指定管理者は、職員の接遇や電話応対に関するマニュアルを作成してサービス

向上に努めており、応対や言葉遣いも丁寧で好感の持てるものとなっています 

⑦ 職員の情報共有 

 施設利用に関する手順や注意点をまとめた手引を作成し、職員、葬儀業者、料

理業者等に配布して内容を周知しています。また、利用予約の受付や、各種の維

持管理業務など、各種業務について詳細なマニュアルを作成し、施設の円滑な管

理運営に活用しています。 

 勤務シフトや営業時間の関係上、全職員が揃う機会が少ないため定期的なミー

ティングは行われていませんが、必要な情報はメモや掲示板、書面による回覧等

を利用して情報の共有化を図っています。 

⑧ 地域や地域住民との連携 

 市内の環境団体が実施する清掃活動に協力しているほか、地域の安全に配慮し

て施設の周囲に外灯を設置するなど、地域に配慮した管理運営を行っています。 

 また、指定管理者である川越市施設管理公社は地域のボランティア育成や文化

活動に積極的に取り組んでおり、地域貢献に努めています。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 11個＞ 

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

① 建物・設備の保守点検 

 建物・設備の点検に関する各種のチェックリストを作成し、危険箇所や不具合

などを詳細に点検しています。不具合が発生している箇所については、修繕など

の対応を速やかに行っており、点検や修繕の実施記録等を適正に保管しています。

こうした維持管理の結果、建物・設備の外観等に目立った損傷はなく、施設が安

全に利用できる状態が保たれています。 

② 備品管理と安全点検 

 備品には市が所有するものと指定管理者が所有するものがありますが、それぞ

れを明確に区分して台帳に登録しており、破棄や購入の記録も正確に残されてい

ます。葬儀・法要等で使用する備品は、破損・紛失することのないよう使用後に

職員立会いのもとで葬儀業者自らに状況確認を求めており、葬儀・法要等の運営

に支障がないよう、万全の注意が払われています。 

③ 衛生管理・植栽管理 

 葬儀・法要の際の仕出し料理を提供できる業者は市が選定していますが、指定

管理者では市と連携して現地調査を行い、業者の衛生管理の状況を確認するなど

衛生面の指導を徹底しています。 

 植栽管理や敷地内の害虫駆除は専門業者に委託しており、提出される報告書と

実際の状況を比較して、作業内容を確認しています。施設内は美しい景観が維持

されており、利用者が快適に利用できる状態となっています。 

④ 清掃業務 

 清掃業務は専門業者に委託しており、仕様書等で定められたとおり清掃業務が

行われています。委託業者からは、実施した清掃に関するチェックリストの提出

を毎日受け、職員が実施状況を確認しています。多数の利用者がいる施設ですが、

清掃が隅々まで行き届いており、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  14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 4個  できていない 0個 

① 施設の設置目的・基本方針の確立 

 施設の設置目的に合致した管理運営上の基本方針が策定されており、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。指定管理者は本

施設の開設当初から当施設の管理運営を行っており、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各部門に職員を配置しています。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、最小限の職員体制

であるため、繁忙時の人繰りや職員の計画的な有給休暇の取得がやや困難となっ

ている様子がうかがえます。特に、人数の少ない正規職員に掛かる負担は大きく

なっていると思われます。 

 今後、配置人員の増加や、それに伴う指定管理料の見直しなどを川越市と協議

し、労働環境を充実させていくことが求められます。 

③ 人材育成 

 事業計画書には、マナーや接遇力の向上に関する研修やセミナーの受講が計画

されていますが、職員数が少ないため計画どおり受講することが難しくなってい

ます。今後は、年度ごとに研修計画を作成し、サービス向上に向けた研修を定期

的に実施していくことが必要です。 

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、規定に沿って適正に業務を実施し

ています。職員は個人情報の重要性や取り扱い方法を十分に理解しており、業務

に使用するパソコンや各種書類の管理も厳正に行っています。また、施設の職員

のみならず、業務委託先、葬儀業者、料理業者に対しても個人情報の取り扱いに

関して指導する機会を毎年設けています。このように、高いレベルで個人情報の

保護に関する各種の対策がとられており、非常に高く評価できます。 
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（４）緊急時の対応 

＜評価項目 13個＞ 

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

① 緊急時対応の仕組み 

 利用者の体調不良や、災害発生時など各種の緊急時の対応に関するマニュアル

を作成しており、一部のマニュアルは施設を出入する業者に配布しているほか、

利用者にも周知しています。また、職員は救命講習を受講して、基本的な救命技

能や AEDの使用方法等を習得しています。 

② 防犯対策 

 防犯対策としては、昼間は職員が、夜間は専門業者が定期的に施設内の巡回を

行っています。巡回時には施錠、避難経路、防火扉の状況等を点検し、詳細な記

録を残しています。施設内で使用する鍵の管理も厳正に行っており、防犯業務を

適正に実施しています。 

③ 事故防止対策 

 事故防止対策としては、チェックリストを用いて危険が予想される箇所を定期

的に点検しています。駐車場の管理体制の強化や照明の変更など、事故を未然に

防ぐための対策を積極的に実施しています。 

④ 防災対策 

 地震・火災時の対応マニュアルを整備し、災害発生時の避難方法や初動対応を

明文化しています。マニュアルは利用者の控室など施設内に備えつけ、万一の時

には利用者が参照できるよう配慮しています。避難訓練は消防署の指導のもと、

年 2回実施しています。 
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（５）効果的、効率的な施設管理 

＜評価項目 7個＞ 

指定管理者    できている   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   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 

 公金の取り扱いに関するマニュアルを整備し、マニュアルに沿って適正に会計

処理を行っています。現金を扱う際は複数人によるチェックを徹底し、保管する

現金は必要最小限の金額としています。本施設には専任の経理担当者は配置され

ておらず、各種の経理処理は原則として指定管理者の本部で専任の担当者が実施

しています。また、経理帳簿・伝票・通帳についても指定管理者の本部が管理し

ています。 

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、事業計画に基づき適正に施設を

運営しています。外部委託する業務の事業者選定には一般競争入札を導入し、施

設の軽微な修繕は職員自身が行うなど、経費削減にも積極的に取り組んでいます。 

 年度ごと作成する収支報告書の記載事項のうち、自主事業に関する収支、指定

管理料の返還金など一部に不明確な記載があるため、取り扱いについて市と協議

を行うことが必要です。 
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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 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。収支計画

と実績に大きな乖離はありません。 

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

143,568,000 139,288,000 144,687,000 140,254,000

指定管理料 143,562,000 139,288,000 144,681,000 140,254,000

雑収入 6,000 0 6,000 0

その他 0 0 0 0

123,871,000 124,305,218 124,621,000 123,452,881

職員給与・手当 35,793,000 31,673,953 36,543,000 32,729,305

非常勤職員給与 7,276,000 6,813,729 7,276,000 6,965,631

その他人件費 0 6,367,334 0 6,534,432

消耗品費 2,308,000 2,105,933 2,308,000 1,901,167

光熱水費 21,950,000 21,839,009 21,950,000 24,085,683

修繕費 5,312,000 11,386,725 5,312,000 5,665,947

印刷製本費 315,000 178,500 315,000 178,500

通信運搬費 346,000 324,067 346,000 293,098

業務委託費 49,500,000 42,309,111 49,500,000 43,240,072

手数料 378,000 436,227 378,000 355,569

指定管理料返還金 0 0 0 760,560

その他 693,000 870,630 693,000 742,917

19,691,000 14,430,347 20,060,000 16,477,000

143,562,000 138,735,565 144,681,000 139,929,881

6,000 552,435 6,000 324,119

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 

     本施設の性質上、施設の使用料等を指定管理者の収入とする利用料金制度の採

用は困難であるため、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。今後も継続的なモニタリングによって、管理運営状況を適正に評価し、

サービス水準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 

 苑長を含む正規職員 6 名と臨時職員 9 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 5,454 千円となっています。これは、同業種（生活関連サービス業）の民間の

平均賃金である 3,346 千円と比べ多額になっていますが、指定管理者と同規模程

度の公益法人が公表している賃金水準と比較すると概ね平均的なものとなってい

ます。 

団体ごとに業務の内容や勤続年数等が異なるため、人件費の水準に関する判断

を一概に行うことはできませんが、指定管理料が多額であることを踏まえると、

引き続き効率的な施設運営に努めていく必要があります。 

 

③ 光熱水費について 

 電気料金の値上げ等により、当初計画を上回っていますが、節電・節水の徹底

により光熱水費を抑制し、経費削減に努めています。 

 

④ 業務委託費について 

 施設内の清掃、植栽管理、夜間警備など多くの業務を外部業者に委託していま

すが、業者の選定に一般競争入札を導入するなど、委託費を抑制するための対策

を十分に行っており、業務委託費は計画を大きく下回っています。 

 

⑤ 修繕費について 

 施設の修繕等を行う場合、原則として見積額が 100 万円以上のものは市が、100

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 14 年が経過してい

るため、修繕を要する箇所は年々増加しています。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

評価シ－ト

     施設名　　　：川越市民聖苑やすらぎのさと

指定管理者第三者モニタリング

     指定管理者：公益財団法人川越市施設管理公社

 　一般財団法人長野経済研究所

平成26年8月25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

◎利用者アンケート結果の集計は、市民課から市長
へ報告を行うと共に、意見・苦情・要望については
市と協議し迅速な対応をしています。

◎市民聖苑やすらぎのさと利用に関する会議を開
催し（市民課・やすらぎのさと・葬儀取扱店・料理取
扱店出席）、意見・苦情の情報収集を行っていま
す。

◎市民の方が安心して施設を利用できるよう自主事
業として、もしもの時に慌てないように施設の利用方
法や葬儀の流れの説明をしています。

◎職員等は利用者の応対に失礼のないよう接遇マ
ニュアル「おもてなしマニュアル」や「電話応対マ
ニュアル」を活用し接遇のレベルを向上させていま
す。

◎職員の情報共有では、メモやホワイトボードを活
用し、職員間での「報告・連絡・相談」を行っていま
す。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

◎施設の建物・設備に不具合があった場合、迅速
に修繕対応をしています。施設の性質上利用者が
夜間付添できる施設で24時間稼動しており、突発的
な不具合は職員が残り、保守点検業者と連携し早
急に修繕対応をしています。
　
◎修繕関係綴りを作成しており、過去の状況も把握
できるよう管理しています。

◎緑地管理業務委託により利用者の快適性及び景
観上の保護向上を図っています。

◎清掃業務委託により常に良好な環境を保ち美観
が一層向上するようにしています。

◎法令による保守点検（防災・受電設備・空調・給排
水・エレベーター）を行い施設・設備の維持管理をし
ています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

◎苑長を含め6名・臨時職員9名でシフトを組み効率
的な人員配置をしています。

◎職員からの業務改善やサービス提案により、より
良い管理運営を行っています。
　
◎個人情報保護のため条例を遵守し、情報に関す
る媒体も金庫に保管するなど適切な管理をしていま
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
策定されています。指定管理者は長年にわたって当施設
の管理運営を行っており、職員も設置目的や基本方針を
十分に理解しています。

②事業計画書に定めたとおりの職員数が配置されていま
すが、業務量の変化が大きく、繁忙時にも必要最小限の人
員で対応せざるを得ない状況がうかがえます。正規職員の
計画的な有給休暇等の取得もやや困難となっている状況
があるため、市と協議を行いながら人員の増加等を検討す
ることが望ましいと考えます。

③指定管理者の応募時には、接遇向上に関する職員研修
やセミナーの受講を進めることが提案されていますが、計
画的な受講がやや難しくなっています。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職員は個人情報の重要性や取り扱い方法について十分
に理解しています。パソコンや各種書類の管理も厳正に行
われており、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事業計画書等に基づき、適正な維持管理業務が行われ
ており、施設・設備の外観等に目立った損傷はありません。
詳細な点検記録が残されているほか、不具合があった場
合は修繕等の対応が迅速に行われており、高く評価できま
す。

②仕出し料理を提供する料理業者に対して現地調査を行
い、衛生面の指導を行うなど、感染症や食中毒の発生を未
然に防ぐための措置がとられています。

③植栽管理や清掃業務は専門業者に委託しており、
チェックリストや報告書の提出を受け、職員が実施状況を
毎日確認しています。施設の清掃・整備が行き届いてお
り、高く評価できます。

①利用者を対象としたアンケートを実施し、施設やサービ
スの満足度や意見・要望を幅広く収集できるよう努めていま
す。アンケートを基に、葬儀業者や料理業者などの関係者
に対して指導を行うなどアンケート結果を効果的に活用し
ており、サービス向上に向けた取り組みが定着しています。

②やすらぎのさとでは、葬儀費用、料理代金の上限を設け
ており、指定管理者は業者から見積書・領収書等の提出を
受け不適切な取り扱いがないか厳正に確認しています。ま
た、葬儀・料理業者への指導や情報交換を行う会議も定期
的に開催しており、利用者が安心して施設を利用できるよ
う細心の注意が払われています。

③葬儀が行われない友引を利用して、施設の利用方法や
葬儀の進め方などを説明する施設見学会を実施していま
す。情報が不足しがちな葬儀・法要等について市民への
積極的な情報提供をおこなっており高く評価できます。今
後は、ホームページ等による広報・PR活動の一層の充実を
期待します。

④接遇に関する各種のマニュアルを作成し、サービス向上
に活用しています。葬儀・料理業者とも一部のマニュアル
を共有しており、十分な連携が図られています。
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指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

 ◎緊急連絡先（業者含む）は書面にて作成してあ
り、緊急時は迅速に対応できる体制になっていま
す。

◎AEDについては職員・臨時職員が普通救命講習
を受講し、救命技能を習得しています。
　
◎「自主チェック表」に基づき苑内を巡回し、防犯・
防災事故防止に努めています。

◎消防計画により年2回自衛消防訓練を実施してい
ます。

◎「防火優良認定証」が川越地区消防局より認定さ
れています。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

◎「公金の収納事務について」のマニュアルを用い
適切な現金管理をしています。

◎支出負担行為票により事業費支出をしています。

◎職員で行える簡易な修繕は職員が行い、経費削
減に努めています。

Ⅵ
．
そ
の
他

◎清潔で安全、快適な施設として人生の終焉にふさ
わしい落ち着いた雰囲気の中「大切な方とのお別れ
をする大切な葬儀」として故人と遺族の心にふれる
時間を提供できる施設にしています。

◎市民課とやすらぎのさとは、よりよいパートナーと
して協力して運営を行っており、併せて葬儀取扱
店、料理取扱店が協力体制を構築して利用者に満
足していただける葬儀を執り行っています。

◎定期的に葬儀取扱店、料理取扱店と連絡会議を
開催し、意見交換・情報交換をし、共通認識のもと、
川越市民聖苑やすらぎのさとの運営が円滑に行わ
れるよう努めています。

①利用者の体調不良や災害発生時など、各種緊急時の対
応に関するマニュアルが作成されています。一部のマニュ
アルは、出入業者や利用者にも周知されており、利用者の
安全確保に対する高い意識が確認できます。

②防犯対策としては、昼間は職員が、夜間は専門業者が
定期的に施設内を巡回しています。実施状況の詳細な記
録が残されており、適正に業務を実施しています。

③事故防止対策としては、チェックリストを用いて危険が予
想される箇所等の詳細な点検を行っています。駐車場の
管理体制の強化や照明の変更など、事故を未然に防ぐた
めの対応が積極的に実施されています。

④防災対策としては、法定の消防計画を策定し、年2回の
消防訓練を行っています。避難経路に障害物がないことを
毎日確認するなど、利用者の安全確保に十分配慮してい
ます。

①公金の取り扱いに関するマニュアルを整備し、適正な会
計処理を行っています。会計・経理処理は主に指定管理
者の本部が行っており、当施設に専任の経理担当者は配
置されていませんが、現金は苑長の責任のもと厳格に管理
されています。

②収入・支出の計画と実績に大きな乖離はなく、事業計画
に基づき適正に施設を運営しています。外部委託する業
務の選定に一般競争入札を導入し、軽微な施設の修繕は
職員自身が行うなど経費削減にも取り組んでいます。

③年度ごとの事業報告書は適正に作成されています。収
支報告には自主事業に関する収支、指定管理料の返還金
など一部不明確な記載があるため、取り扱いについて市と
協議してください。

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

　
◎市と連携し利用者等の意見要望については真摯に受け
止め、市と協議し迅速な対応をするよう努めています。

◎やすらぎのさと受付に「利用者の声」の投函箱を設置し
たり、川越市民聖苑やすらぎのさとを利用された方で四十
九日法要が終わった頃アンケートを発送し集計を行ってい
ます。アンケート結果は市民課から市長へ報告を行うと共
に、施設管理運営の改善策や葬儀取扱店、料理取扱店へ
の指導材料とし、集計のみで終了するのではなく施設の
管理運営が円滑に行えるよう活用しています。

①利用者に対して適切な時期にアンケートを実施し、満足
度やニーズを把握しています。

②アンケート結果の集計・分析を行い、定期的に市へ報告
を行っています

③アンケートで抽出された課題は職員間で共有し、改善に
向けた対策を適切に講じています。また、アンケートを基
に葬儀業者や料理業者に対して指導を行うなど、アンケー
ト結果を効果的に活用しています。

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 　　　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

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

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。

　　　概ねできている

Ⅰ．利用者サービスの向上

（１）利用者アンケート等の実施

　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

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

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
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◎市と連携し利用者等の意見･苦情については真摯に受け止
め、市と協議し迅速な対応をするよう努めています。

◎市民聖苑やすらぎのさと利用に関する連絡会議（市民課・やす
らぎのさと・葬儀取扱店・料理取扱店が出席）を開催し、取扱店
からの意見・苦情を真摯に受け止め、市と協議し迅速な対応をす
るよう努めています。

◎やすらぎのさと受付に「利用者の声」の投函箱を設置したり、
川越市民聖苑やすらぎのさとを利用された方で四十九日法要が
終わった頃アンケートを発送し集計を行っています。アンケート
結果は市民課から市長へ報告を行うと共に、施設管理運営の意
見・苦情などは、市民聖苑やすらぎのさと利用に関する連絡会議
を開催し、市民課・やすらぎのさと・葬儀取扱店・料理取扱店出
席の上、議案とし協議したり取扱店への指導材料とするなど、た
だ集計で終了ではなく施設の管理運営が円滑に行えるよう活用
しています。

◎市民聖苑やすらぎのさと利用に関する連絡会議で協議の結
果、遺族の負担を軽減するため、事前打合せの運用を変更しま
した。

◎遺族控室扉内側から鍵がかからない状態を改善しました。

◎法要和室の座布団仕様を利用者の利便性を図るため、椅子
及びテーブルの仕様に変更しました。

①偶数月に施設を利用した全ての利用者にアンケートを
送付しているほか、受付に意見箱を設置しており、利用者
の苦情や意見を広く把握するよう努めています。

②苑長が苦情解決の責任者であり、アンケートや職員が
受付けた苦情・意見を全職員で共有しています。寄せられ
た苦情・意見のうち、市への報告を要するものは速やかに
連絡を行うようルール化されており、苦情処理のための体
制が適正に構築されています。

③偶数月の全ての利用者にアンケートを送付しており、苦
情解決の体制・仕組みは周知できています。

④苦情・意見に対しては速やかに対応策を講じており、市
への報告も適切に行われています。また、施設を利用する
葬儀業者・料理業者が出席する連絡会議において、苦情・
意見を基にした対応策の指導や協議を行っており、継続
的なサービス向上が図られています。

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　概ねできている

　　　できていない

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。

　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　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

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

③苦情解決の体制・仕組みを利用者に周知しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できている 　　　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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　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。

　　　できていない 　　　できていない

（２）意見・苦情の受付と対応

　　　できている

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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　　　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

　　　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

　
◎利用できる方

・死亡者が川越市民で葬儀又は法要を行う方。
・死亡時に市民以外であった人の葬儀を行う方（喪主）が
川越市民であること。ただし、死亡した人からみて配偶者
又は二親等以内の親族である場合に限ります。

①ロビーに施設の利用案内や、市に取扱店として登録さ
れている料理業者のパンフレット等を設置し、利用を予定
する人などが円滑に施設を利用できるよう配慮していま
す。

②施設を利用できる条件等は条例で定められており、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。自主事業では、市民に対する葬儀
や法要に関する説明会を実施し、安心して施設を利用で
きるよう情報提供を行っています。

　　　できていない

　　　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

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　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

　　　できている 　　　できている
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　　　できていない 　　　できていない

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

◎職員が葬儀取扱店に対して葬儀内容の確認、施設の使
用方法について事前の打合せを行っており、円滑な葬儀
が行われています。また、予約状況については申請書と
使用簿の照合や霊安室・年回忌法要室の予約状況の確
認をしています。

◎葬儀終了後、葬儀取扱店から提出される葬家に交付さ
れた見積書・領収書・明細書の写しが市民聖苑葬儀の定
められた単価で施行されたかを確認しています。また、料
理取扱店からも同様に定められた料理単価の上限以内に
なっているかを確認・監督をしています。

◎市民課とやすらぎのさとで作成した川越市民聖苑やす
らぎのさと利用の手引きを葬儀取扱店、料理取扱店に対し
て遵守事項等のマニュアルとして運用しています。

◎葬儀取扱店、料理取扱店に対し市民聖苑やすらぎのさ
と利用に関する連絡会議を開催し、施設運営の指導や意
見交換をしています。従事者名簿からリーダーを選出した
ことにより忘れ物の問合せやその他連絡事項等迅速な連
絡体制をつくりました。

①葬儀業者に対して施設・備品の使用方法等について指
導を徹底しているほか、必要に応じて利用者に対して個別
に説明・打合せを行っており、葬儀・法要等を円滑に実施
しています。

②利用予約の受付は市が行い、オンラインシステムで指
定管理者と予約状況を共有しています。利用時間の延長
等は指定管理者が直接受付けていますが、予約状況を適
切に管理しています。

③葬儀業者、料理業者の指導・監督は、マニュアルの配
布や定期的な連絡会議を実施することで適切に行ってい
ます。また、やすらぎのさとでは、葬儀費用、料理代金の
上限を設けており、見積書・領収書等の提出を受け、不適
切な取り扱いがないか厳正に確認しています。

　　　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

　　　できている

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③葬儀業者・料理業者の指導、監督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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②予約状況を適切に管理しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

①利用者と事前に綿密な打合せを実施し、葬儀・法要等が円滑に行われているか。

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

（４）葬儀・法要等の管理運営
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◎施設のパンフレットや公社のホームページ内にて利用
方法や施設の案内を行い、施設内にはパンフレットスタン
ド2台を常設し情報を提供しています。

◎自主事業では友引の日に月１回程度（1日3回）もしもの
時に慌てないよう施設の利用方法や葬儀の流れを説明す
る施設見学会を開催し、市民の方が安心して利用できるよ
うアドバイスをしています。

①指定管理者である川越市施設管理公社のホームペー
ジで施設の利用案内等を行っていますが、施設独自の
ホームページを開設するなど、より見やすくわかりやすい
広報・PR活動が求められます。

②施設の概要や利用方法等を記載したパンフレットを作成
し、館内や市の施設等に設置しています。

③葬儀が行われない友引を利用して施設見学会を実施
し、利用方法や葬儀の進め方等をアドバイスしています。
また、市民からの相談には随時応じており、市民が不安な
く施設を利用できるよう十分に配慮しています。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　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

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 　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

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

（５）広報・ＰＲ活動

①パンフレット・ホームページ等を作成し、積極的に広報・ＰＲ活動を行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　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

　
◎扱う業務が葬儀であるため職員等（委託職員含む）は、
応対に失礼のない接客サービスの向上に努めています。
　
◎接遇の大切さ・応対の基本・接遇の実践などが記載さ
れている職員接遇マニュアル「おもてなしマニュアル」に
て、職員等の接遇のレベルを向上させています。
　
◎やすらぎのさと独自の「電話応対マニュアル」にて職員
等の電話応対・接遇のレベルを向上させています。

①職員はスーツ、制服、名札を着用しており、利用者が一
目で判別できるようになっています。

②職員の身だしなみは適正で、清潔感のあるものとなって
います。

③接遇や電話応対に関するマニュアルを作成しサービス
向上に努めています。職員の応対や言葉遣いは丁寧であ
り、好感が持てるものとなっています。

　　　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

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

　　　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

　　　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

（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。

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

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

　
◎「市民聖苑マニュアル」があります。
　
◎362日運営している施設であり、職員は交替勤務で全員
揃うことはまれのため、情報共有を図るメモを作成したり、
ホワイトボードに記載して職員との引継ぎをしています。重
要な情報は書面にて決裁をしています。各職員が常に報
告・連絡・相談（ホウレンソウ）により情報の共有を図って
います。

①施設利用に関する手順や注意点をまとめた手引を作成
して、職員、葬儀・料理取扱店等に配布しています。また、
各種の業務についても詳細なマニュアルを作成しており、
施設の円滑な管理運営に活用しています。

②勤務シフトや営業時間の関係上、全職員が揃う機会が
少ないため定期的なミーティングは行われていませんが、
メモや掲示板等を活用して職員間の情報共有を図ってい
ます。

③必要な情報は、メモや掲示板、書面による回覧等により
共有化しています。

　　　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

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

　　　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

　　　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

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

（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。
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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

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

◎地域活動の協力として、市民聖苑やすらぎのさとの施設
を市内環境団体のゴミ置場及び休憩所として提供しまし
た。

◎施設の前にバスの停留所があり歩道が暗いため、当施
設の外灯を3本追加しました。また施設の外灯点灯時間を
最終バスの時間に合わせ24時まで延長し、地域住民の安
全の確保や事故防止に努めました。

◎斎場事務連絡協議会に出席し、近隣の同種施設と情報
交換をしており施設の管理運営に役立てています。

◎他市の同種施設に管理運営状況を照会し、その回答を
管理運営の参考にしています。

◎市民聖苑やすらぎのさと利用に関する連絡会議を開催
（市民課・やすらぎのさと・葬儀取扱店・料理取扱店出席）
し、会議の中で情報交換等をしています。

◎霊柩車の走行については、配慮をしています。

①市内の環境団体が実施する清掃活動などに協力するな
ど、地域の団体が実施する活動に可能な限り協力してい
ます。

②地域の安全に配慮して施設内に外灯を設置するなど地
域に配慮した管理運営を行っています。また、指定管理者
である川越市施設管理公社は地域のボランティア育成や
文化活動に積極的に取り組んでいます。

③県内の葬祭場が参加する協議会への参加や、同種施
設の運営状況に関する視察、情報交換を積極的に行い、
当施設のサービス向上に活用しています。

　　　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

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　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。

　　　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

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない

（８）地域や地域住民との連携

①地域の団体や住民と情報交換を行っているか。
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　　　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

　
◎定期的な設備の点検は専門業者へ委託し、提出された
報告書を管理し、不具合があった場合は迅速な修繕を
行っています。
　
◎施設の性質上、利用者が夜間付添できる施設で24時間
稼動しているため、突発的な不具合（空調機器など）は職
員が残り、保守点検業者と連携を図り利用者に不都合が
ないよう迅速な対応をしています。
　
◎3ヶ月に1回施設修繕一覧表にて市民課へ報告してお
り、修繕関係のファイリングにより過去の状況も確認がで
きるようにしています。

①チェックリストに基づいて施設・設備の詳細な点検を行
い、実施状況を記録しています。不具合が発生している箇
所については、修繕などの対応を速やかに行っており、維
持管理業務は適切に行われています。

②築年数の経過に伴い、空調機器など一部設備の不具合
も発生していますが、状況に応じた修繕と定期的なメンテ
ナンスにより、利用者が安全かつ円滑に施設を利用できる
状態が保たれています。

③点検や修繕等の結果は軽微なものでも記録が残されて
います。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

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

　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

評価機関　チェック

　　　できている

　　　非該当 　　　非該当

　　　できていない

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

　　　できていない

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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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

 
◎指定管理者の所有する備品と、市が所有する備品を
ファイルにて区分して台帳に記録しています。

◎市が所有する備品は、シールを貼付して区別しており、
備品出納簿に記録されたとおり適切に管理をしています。
　
◎仏具関連等備品の点検については、市民聖苑やすらぎ
のさと保冷庫及び祭壇等保守点検を委託し点検を行い、
報告書にて管理しています。

①市が引き渡した備品は指定管理者の所有する備品と区
別した台帳に記載されています。

②複数の施設内の備品を点検し、備品台帳に登録されて
いることを確認しました。葬儀・法要で使用する仏具等は
使用頻度が高くなっていますが、収納場所を写真で明示し
紛失を防止する工夫がされています。

③備品の安全性や破損の有無などをチェックリストを用い
て点検・記録しています。使用頻度の高い仏具等は職員
立会いのもと葬儀業者に傷・紛失がないか確認を求める
など、葬儀・法要の運営に支障がないよう万全の配慮が払
われています。

　　　非該当

　　　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

　　　概ねできている

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

　　　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

　　　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。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

 



 

 

38 

　　　できていない

アピールしたい点・特記事項等

　　　できていない

　　　非該当

　　　概ねできている 　　　概ねできている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

評価の理由・特記事項等

指定管理者　記述 評価機関　記述

評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　非該当

　
◎市民聖苑やすらぎのさとの料理取扱店となるためには、
申請して登録する制度となっています。その際、現地に行
き衛生面での対応がどのようになっているか現場の確認
をしています。
　
◎市民聖苑やすらぎのさと緑地管理業務委託とし、植栽
の芝刈込み・除草・施肥・目土・薬剤散布・樹木管理・場内
清掃・陸屋根除草を行い、利用者の快適性及び景観上の
保護向上を図っています。
　
◎事務室内ではゴミの分別を行っています。

①本施設で葬儀・法要の際の仕出し料理を提供できるの
は、あらかじめ市が選定した料理業者に限られています。
指定管理者では、市と連携して現地調査を行い、料理業
者の衛生管理の状況を確認するなど衛生面の指導を徹底
して行っています。

②料理の食べ残しは料理業者が持ち帰っており、原則とし
て生ごみは発生しません。屋外に設置されているゴミ置き
場の内部を点検し、分別等が適切に行われていることを
確認しました。

③植栽管理、害虫駆除は専門業者に委託しており、美し
い景観と利用者が快適に利用できる状態が維持されてい
ます。指定管理者は専門業者から報告書の提出を受け、
作業内容を確認しています。

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

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（３）衛生管理・植栽管理

①感染症や食中毒等が発生しないよう、料理業者に対する指導を適切に行っているか。
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①清掃業務は専門業者に委託しており、事業計画書、仕
様書等で定められたとおり清掃業務が行われています。
委託業者からは清掃業務に関するチェックリストの提出を
毎日受け、職員が確認しています。

②施設全体を目視により確認したところ、目立った汚れ、
ゴミ等はありませんでした。施設を美しく保つため清掃が
行き届いており、高く評価できます。

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　非該当

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　
◎市民聖苑やすらぎのさと清掃業務委託とし、日常清掃、
定期清掃を年12回、特別清掃としてガラス清掃を年6回、
グリストラップ清掃を年6回、ジュウタン清掃を年4回、噴霧
除菌・消臭を月2回、害虫駆除を年3回行い、常に良好な
環境に保ち、美観の一層の向上を図るため定期清掃など
は職員が現場に立会い清掃状態を確認しています。

　　　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

　　　概ねできている

　　　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

　　　概ねできている

　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できていない

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（４）清掃業務

①事業計画書等のとおり清掃業務が行われているか。
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　　　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

　
◎市民聖苑やすらぎのさと指定管理業務仕様書に基づき
適切に施設管理運営を行っています。

　　　できている 　　　できている

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施設管理公社は開苑当初か
ら当施設を管理しており、職員は施設の設置目的や基本
方針について十分に理解しています。

③利用の手引きやパンフレット、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。施設の利用率
は極めて高くなっており、市民にとって必要不可欠な施設
として認識されていることがうかがえます。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

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

　　　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

　　　非該当 　　　非該当

　　　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。

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。

　　　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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック



 

 

41 

評価の理由・特記事項等

　
◎苑長を含め職員6名・臨時職員9名でシフトを組み効率
的な人員配置をし、早番者は8時30分から17時15分、遅番
者を12時45分から21時30分としています。平成24年3月か
らは職員の新規勤務時間9時30分から18時15分を追加
し、通夜開始前時に増員させることで受付・施設管理・事
故防止・危機管理体制の強化を図っています。

①協定書等には配置人員について具体的な定めはありま
せんが、指定管理者申請時に作成した事業計画書に記載
したとおりの職員数が配置されています。

②仕様書、事業計画書で定められたとおり、開苑日数・開
苑時間が確保されています。

③業務量の変化が大きく、繁忙時にも必要最小限の人員
で対応せざるを得ない状況がうかがえます。施設の管理
運営に特段の支障は生じていませんが、職員に過度な負
担が掛からないような業務の実施体制とすることが求めら
れます。

④正規職員が少ないため、公休以外の有給休暇等の取
得がやや困難となっている様子がうかがえます。配置人員
の増加や、それに伴う指定管理料の見直しなどを協議し、
職員が適正に休暇取得ができるよう環境整備に努めてく
ださい。

　　　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　記述 評価機関　記述

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

　　　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

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

　　　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

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

　　　できていない

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）業務体制と職員配置
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指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　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

◎施設を管理運営する上で、必要な研修は毎年度予算を
計上し、計画的に参加しています。

◎斎場事務連絡協議会に出席しました。

◎自衛消防訓練の際、業者立会いのもと防災監視盤の操
作方法を研修し、危機管理の意識を高めました。

◎「埼玉県建築物衛生管理研修会」に参加しました。

◎他施設の運営状況を把握するため、市内の葬祭施設を
視察しました。

◎業務改善として法要和室の座布団形式を利用者の利便
性を図るため、椅子及びテーブルの配置へ変更し、サービ
スが向上しました。

◎式場前の通路が暗かったため利用者の事故防止等の
ため、既存照明の照度を上げ通路を明るくしました。

◎ヨシズを設置し、西日の直射日光を遮断し式場・会葬者
控室の温度上昇を抑制しました。

①研修自体は定期的に実施していますが、年度ごとに作
成する事業計画書には研修計画に関する記載がありませ
ん。研修の内容や実施時期について計画を作成し、事業
計画書に記載することが望ましいと考えます。

②指定管理者申請時の事業計画書にはマナーや接遇力
の向上に関する研修やセミナーの受講が計画されていま
すが、職員数が少ないため計画どおり実施することが難し
くなっています。職員のサービス向上を図るための研修を
定期的に実施していくことが必要です。

③業務改善やサービス向上に関する職員からの提案は活
発に行われています。

　　　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

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　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

　　　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。

　　　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

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

　　　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。
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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

　
◎公社は個人情報保護のため川越市個人情報保護条例
９条を遵守しています。
　
◎公益財団法人川越市施設管理公社個人情報取扱規程
を定めています。
　
◎職員に対し個人情報保護条例の内容を周知し、市民課
へ「施設の管理に関する協定書の第20条に基づく職員へ
の周知報告書」を提出しています。
　
◎パソコン・USBメモリー等は所定の場所に収納し、最終
退苑者がチェック方式にてUSBの本数などがあるか書面
にて管理を行っています。また、業務の一部を再委託する
場合においても、委託先に対して、業務委託契約書内に
「個人情報取扱特記事項」にて適切な監督を行っていま
す。

①指定管理者は個人情報の取り扱いに関する規程を作成
しており、個人情報を適正に管理しています。

②施設の利用申込等は市が受付けるため、指定管理者
が利用者から直接個人情報を収集する機会はありませ
ん。アンケートや意見箱なども無記名方式となっていま
す。

③施設の職員のみならず、業務委託先、葬儀業者、料理
業者に対しても個人情報の取り扱いに関して指導する機
会を毎年設けており、関係者は個人情報保護の重要性に
ついて十分に理解しています。高いレベルで個人情報の
保護に関する対策がとられており評価できます。

④個人情報を管理するパソコン等については、夜間は所
定の場所に保管されています。パソコンのパスワードなど
の管理も適正に行われており、高く評価できます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

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

　　　概ねできている

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

　　　できている 　　　できている

　　　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

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

（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。
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　　　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

　　　できている

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

　
◎当施設の機器関係に関する緊急時の対応については
「各種機器類操作マニュアル」を整備しています。
　
◎保守点検業者の緊急連絡先等は書面にて作成してあ
り、迅速に対応しています。

◎AEDのバッテリーのチェックを毎日行い、機器の管理を
しています。
　
◎AEDについては職員・臨時職員が普通救命講習を受講
し、救命技能を習得しています。

◎停電時の対応マニュアルを作成し、葬儀取扱店、料理
取扱店等との連携を図り停電時においても安心で安全な
施設運営を行っています。

①利用者の体調不良や、災害発生時など各種の緊急時
の対応に関するマニュアルが作成されています。利用者
の控室等にもマニュアルが常備されており、利用者に対す
る周知も十分に行われています。

②マニュアルの内容はミーティング等を利用して職員間に
周知しているほか、職員は救命講習の受講等により救命
技能を習得しています。

③発生が予想される各種の緊急事態に応じ、関係先に対
して早急に連絡できる体制が確立されています。

評価の理由・特記事項等

　　　非該当 　　　非該当

　　　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

　　　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

　
◎市民聖苑やすらぎのさと夜間有人警備業務を委託し、
夜間を含め複数回の巡回警備を行っています。
　
◎鍵の管理は誰が現在鍵を使用しているか明確化するた
め名前入りの札にて鍵の適切な管理を行っており、最終
退苑者がチェック方式にて鍵の本数などを書面にて管理し
ています。
　
◎自主検査チェック表に基づき職員が苑内を巡回点検し、
事故や防犯対応を行っています。

①協定書・仕様書のとおり防犯業務を実施しています。夜
間は専門業者に警備業務を委託しており、巡回記録が適
正に残されています。

②施設内で使用する鍵は、紛失・盗難を防ぐために金庫
内に格納されており、取り出す際は名札を使用して所在を
明確にしています。チェックリストを用いた本数確認も行わ
れており、適正な管理が徹底されています。

③昼間の巡回は職員が実施しています。自主検査チェッ
ク表を作成して、施錠や避難経路、防火扉の状況などを確
認・記録しています。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

　　　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

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

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

　　　できていない

　　　できている 　　　できている

　　　非該当 　　　非該当

（２）防犯対策

　　　できている 　　　できている

　　　できていない
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指定管理者　記述 評価機関　記述

　
◎自主検査チェック表に基づき職員が苑内を巡回点検し、
事故防止対策を行っています。
　
◎夜間駐車場でライトの消し忘れ等「駐車車両問合せ」メ
モを作成し、各式場へ早急に連絡し事故防止に努めてい
ます。
　
◎通夜・告別式が始まると葬家等に連絡が取れない状況
でしたが「電話取次ぎメモ」を作成することにより、早急に
対応できるように改善しました。
　
◎事故についての報告は書面にて決裁しています。

①自主検査チェック表を作成し、事故防止に努めていま
す。

②事故防止のための各種点検箇所を定め、自主検査
チェック表を用いて点検しています。危険が予想される箇
所を日常的に確認し、点検結果の記録も適正に残されて
います。

③事故が発生した場合は事故の経緯と原因、対応結果等
を記録し全件を市へ報告しています。駐車場の管理体制
の強化、体調を崩した方のための救護室の設置など、事
故防止のために適正な対応が行われています。

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

　　　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

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている

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



 

 

47 

　　　非該当

指定管理者　記述

　　　概ねできている

　
◎年２回、自衛消防訓練を実施し、職員等の危機管理に
対する意識を高め日頃より緊急時の対応ができるよう訓
練を行っています。
　
◎遺族控室は夜間付添ができる施設のため、利用の手引
きに地震・火災時の対応マニュアルや避難経路を記述し、
遺族控室に備えてあります。
　
◎停電時の対応マニュアルを作成し、葬儀取扱店、料理
取扱店等と連携を図り停電時においても安心で安全な施
設運営を行っています。

①地震・火災時の対応マニュアルを整備し、災害発生時の
対応を定めています。マニュアルは利用者の控室など施
設内に備え付けられており、万一の時には利用者が参照
できるように配慮されています。

②消防計画に基づいて自衛消防訓練を年2回実施してお
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。利用者の控室や通路に避難経
路を明示しており、利用者の安全確保に十分配慮していま
す。

④避難訓練は消防署の指導のもとで実施されており、防
災に関する指導を定期的に受けています。葬儀業者や料
理業者など、施設に出入りすることの多い業者にも、災害
時の対応マニュアルを配布しており、防災のための連携体
制が確立されています。

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

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

　　　非該当

　　　できていない 　　　できていない

　　　できている

　　　概ねできている

評価機関　チェック指定管理者　チェック

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できている

　　　概ねできている

評価機関　チェック

　　　できている

　　　できている

　　　できている

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　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

　　　非該当 　　　非該当

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

②避難訓練や防災訓練が実施されているか。

（４）防災対策
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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

 
◎全職員が現金に係る業務を行っているため、「公金の収
納事務について」のマニュアルを用い現金管理をしていま
す。現金の取扱は慎重に行い複数人での現金チェックを
することにより未然に事故防止を図っています。
　
◎指定管理料の執行については支出負担行為票にて執
行しています。
　
◎会計・経理処理は公社事務局の総務係が行っており
「公社会計規程」を設け適正な管理体制をとっています。

①公金の取り扱いに関するマニュアルを整備し、マニュア
ルに沿った会計処理を実施しています。現金の管理は複
数人によるチェックを徹底し、事務所内には必要最低限の
金額しか保管しないようにするなど適正な管理体制が整
備されています。

②当施設には経理担当職員は配置されていませんが、指
定管理者の本部で専任の担当者が会計処理を行っていま
す。当施設の現金の取り扱いは苑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。伝票の処理は
本部の担当者が行っており、支出には複数人による承認
が必要になっています。

④現金・通帳は指定管理者の本部で管理しています。施
設内に置く現金は必要最小限の金額としており、管理状況
も適切です。

　　　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　チェック 評価機関　チェック

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか。

　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できている

②経理を担当する職員が配置されているか。

　　　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

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
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　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

アピールしたい点・特記事項等

　
◎不要な場所の電気の消灯や空調などは、こまめに消す
など節電に努めています。
　
◎職員で行える簡易な修繕は職員が行い、経費削減に努
めています。職員にて駐車場のロープが経年劣化で破損
している部分を修繕しました。

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行われていると評価できます。

②事業報告書は、市の様式を用いて適正に作成されてい
ます。指定管理者の本部が作成している収支報告書は、
自主事業に関する収支、指定管理料の返還金など一部に
不明確な記載がありますので、市と取り扱いを協議する必
要があります。

③専門業者への委託業務の選定に一般競争入札を導入
しているほか、軽微な施設・設備の修繕等を職員自らが実
施することで経費削減に努めています。

　　　非該当

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

評価の理由・特記事項等

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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

　　　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

（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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◎新斎場の動向や市の施策を理解し、新斎場管理の調
査・研究をしていきます。

なし

＜改善すべき点・課題＞ ＜特に改善を要する点＞

＜評価機関からの提案＞

・配置されている職員数は、指定管理者申請時に作成した
事業計画書のとおりとなっていますが、業務量の変化が大
きく、自主事業の充実等も図っているため、人繰りがやや
厳しくなっている印象を受けます。配置人員の増加などの
対応策について、市と協議していくことが望ましいと考えま
す。

・収支報告書に、自主事業に関する収支、指定管理料の
返還金など一部不明確な記載があります。収支報告の記
載方法を市と協議し、施設運営に係る支出の状況を明確
に把握できるようにすることを提案します。

◎清潔で安全、快適な施設として人生の終焉にふさわしい
落ち着いた雰囲気のなか「大切な方とのお別れを大切な
葬儀」として故人と遺族の心にふれる時間を提供できる施
設にしています。
　
◎市民課とやすらぎのさとは、よりよいパートナーとして協
力して運営を行っており併せて葬儀取扱店、料理取扱店
が協力体制を構築して、利用者に満足していただける葬儀
を執り行っています。
　
◎定期的に葬儀取扱店、料理取扱店と連絡会議を開催
し、意見交換・情報交換をし、共通認識のもと、川越市民聖
苑やすらぎのさとの運営が円滑に行われるよう努めていま
す。

◎職員は施設の利用状況を十分に把握し、危機管理体制
を十分に理解し、全職員が積極的に責任をもって日々施
設の管理運営に努めています。

◎職員個々の能力を十分発揮できるよう自己啓発をしてい
ます。

・市民が安心して葬儀・法要を営めるよう、葬儀業者・料理
業者との連携の強化、施設の利用方法や葬儀の流れに関
する情報提供に力を入れています。葬儀・料理業者に対し
ては、市が規定した料金を遵守しているかなどの指導・監
督を徹底するとともに、定期的な会議を開催し、利用者か
ら寄せられた苦情や要望の共有化を図っています。また、
市民に対しては、葬儀に関する情報提供と相談を行う「施
設見学会」を開催しているほか、利用者アンケートによって
葬儀に関する様々なニーズを把握し、サービスの改善に繋
げています。当施設は多くの市民に利用されており、利用
者アンケートの満足度も高くなっておりますが、こうした取
組みの効果が現れているものと考えられます。

・事故や災害など、想定される様々な事態への対応方法を
規定したマニュアルを作成し、一部を利用者の目に付く場
所に備え付けることで、内容の周知を図っています。また、
施設・設備の劣化等の状態や、避難経路、戸締りなどにつ
いて、詳細なチェックリストを用いて日常的に点検を行い、
不具合があった場合は迅速に対応しています。利用者の
安全確保のために最善の対策がとられており、非常に高く
評価できます。

＜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＞

評価機関　記述指定管理者　記述

Ⅵ．その他



 

 

 

 

川越市指定管理者第三者モニタリング 

評価結果報告書 

【川越市民聖苑やすらぎのさと】 

 

平成 26 年 12 月 

一般財団法人長野経済研究所 


