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1．第三者モニタリングの概要 

（１）第三者モニタリングの目的 

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

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

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

た制度です。 

制度の創設以降、全国の自治体で多くの施設に指定管理者制度が導入されてきまし

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

撤退したりと、さまざまな問題も明らかになってきています。 

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

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

とが求められています。 

施設の設置者としての責任を自治体が果たしていくためには、指定管理者による施

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

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

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

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

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

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

す。 

 

（２）第三者モニタリングの位置づけ 

「川越市指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」では指定管理者のセ

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

めています。 

 

 ・指定管理者によるセルフモニタリング 

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

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

⑥ 広報・PR 活動 

⑦ 職員の接遇 

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

⑨ その他利用者サービスの向上に関すること 

２ 施設・設備の維持管理 

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

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

④ その他施設・設備の維持管理に関すること 

３ 組織運営及び体制 

① 職員配置の考え方（協定書等に定めた職員配置） 

② 事業計画書・事業報告書の公表 

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

④ 市との連絡調整に関する体制 

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

など） 

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

や印鑑等の適切な管理等） 

⑦ その他組織運営及び体制に関すること 

４ 緊急時の対応 

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

な防犯体制等） 

② 防災への対応（防災マニュアルの作成、避難訓練の実施） 

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

④ 事故が発生した時の対応（AED の設置、体調急変時の事故対応等） 

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

市との連絡体制） 

⑥ その他緊急時の対応に関すること 

５ 効果的、効率的な施設管理 

① 指定管理に要する経費の削減に向けた取組み 

 

（４）評価方法 

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

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

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

と、②基本協定書・仕様書・事業計画書・事業報告書の内容について確認・分析を行

う書類調査、③運営状況や施設の設備、提供されているサービスについて、実際に施

設を訪問して視察やヒアリングを行う訪問調査、④指定管理施設の収支・財務状況に

ついて検討を行う財務・経営評価の 4 つの手法により評価を実施しました。 

このうち、今回のモニタリングでは、評価シートを用いて行う①自己評価、③訪問

調査を最も重視して評価を行っています。 
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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利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか 

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか 

 

ⅲ． 公正かつ公平な施設利用 

評価のポイント 

①受付・窓口等に施設案内（施設概要、施設の利用案内等）を備えているか 

②公平な事業運営に努め、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか 

③事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか 

 

ⅳ． 利用者の受付体制・受付方法 

評価のポイント 

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

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

③利用状況を記録し、定期的に報告を行っているか 
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ⅴ．提案事業 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり、提案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提案事業等を行っているか 

 

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 
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Ⅱ．施設・設備の維持管理 

ⅰ． 建物・設備の保守点検 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等に基づいた維持管理・点検が行われているか 

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

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

 

ⅱ． 備品管理と安全点検 

評価のポイント 

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

②備品台帳に記録された備品は揃っているか 

③備品の安全性について点検を実施し、結果が記録されているか 

 

ⅲ． 清掃業務 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり清掃業務が行われているか 

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか 

 

Ⅲ．組織運営及び体制 

ⅰ． 施設の目的・基本方針の確立 

評価のポイント 

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

定されているか 

②職員は設置目的や基本方針を理解しているか 

③施設の利用者に対し、設置目的や基本方針が周知されているか 

 

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 
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ⅲ． 人材育成 

評価のポイント 

①職員の研修計画が作成され、計画通りに研修が行われているか 

②職員が研修に参加しやすい環境を整えているか 

③職員から業務改善やサービスの向上の提案が活発に行われているか 

 

ⅳ． 個人情報の保護 

評価のポイント 

①個人情報の取り扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか 

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

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

解しているか 

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

じられているか 

 

Ⅳ．緊急時の対応 

ⅰ． 緊急時対応の仕組み 

評価のポイント 

①緊急時のマニュアルや対応手順等を作成しているか 

②職員は緊急時のマニュアルや対応手順について基本的な内容を理解しているか 

③緊急時の連絡体制は十分に整備されているか 

 

ⅱ． 防犯対策 

評価のポイント 

①協定書・仕様書のとおり防犯・警備業務を実施しているか 

②鍵の管理者・管理方法が明確になっているか 

③事故や犯罪を未然に防止するために、定期的に施設内の巡回を行っているか 

 

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 
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ⅳ． 防災対策 

評価のポイント 

①防災に関するマニュアル等が整備されているか 

②避難訓練や防災訓練が実施されているか 

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか 

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか 

 

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理 

ⅰ． 指定管理料の執行状況 

評価のポイント 

①適正な会計処理が行われているか 

②経理を担当する職員が配置されているか 

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか 

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか 

 

ⅱ． 収支決算状況 

評価のポイント 

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか 

②事業報告書・収支決算書は適正に作成されているか 

③経費削減や業務の効率化に取組んでいるか 

 

（６）評価シートの評価方法 

評価シートは、指定管理者と第三者評価機関がそれぞれ、各項目について判断基準

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

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 川越市中高年齢労働者福祉センター（サンライフ川越） 

所在地 埼玉県川越市芳野台 1 丁目 103 番地 57 

敷地面積 46,000.05 ㎡ 

建物面積 1,350.02 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造地上 2 階建 

開設年月 昭和 60 年 10 月 

館内設備 講習室（2 室）、会議室（1 室）、和室（2 室）、研修室（2 室）、トレ

ーニング室（1 室）、図書館（1 室）、駐車場等 

営業日数 年間 307 日（毎週月曜日、12 月 29 日~1 月 3 日は休館日） 

施設概要 川越市に在住又は在勤の中高年齢者の雇用促進と福祉向上に寄与

することを目的として設立された。年間の利用者数は 23,182 人（平

成 26 年度）。 

 

施設名 川越市芳野台体育館 

所在地 埼玉県川越市芳野台 1 丁目 103 番地 57 

敷地面積 46,000.05 ㎡ 

建物面積 805.23 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造 

開設年月 昭和 61 年 6 月 

館内設備 体育館（バレーコート 1 面、バドミントンコート 3 面、卓球台 6 台

等）。 

営業日数 年間 307 日（毎週月曜日、12 月 29 日～1 月 3 日は休館日） 

施設概要 市民のスポーツ振興を図り、もって市民の健康な生活に資すること

を目的として設立された。年間の利用者数は 18,501 人（平成 26 年

度）。 
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② 指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・施設の運営に関する業務 

・施設（設備及び物品を含む）の維持管理に関する業務 

・環境の維持管理に関する業務 

・その他（夜間警備、市及び関係機関との連絡調整、事業報告書の作成等） 

 

＜過去３年間の指定管理料＞ 

【川越市中高年齢労働者福祉センター】 

年度 指定管理料（消費税等込） 

平成 25 年度 22,222,600 円 (決算額) 

平成 26 年度 22,253,000 円 (決算額) 

平成 27 年度 22,700,000 円 (予算額) 

 

【川越市芳野台体育館】 

年度 指定管理料（消費税等込） 

平成 25 年度 9,660,000 円 (決算額) 

平成 26 年度 9,660,000 円 (決算額) 

平成 27 年度 10,150,000 円 (予算額) 

 

③ 指定管理者の概要 

名称 公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンター 

所在地 川越市芳野台 1 丁目 103 番地 57 

代表者 理事長  小谷野 和博 

事業内容 

勤労者の総合的生活福祉、いわゆる生涯福祉の拡充を図るため、川

越市の助成を受けて運営。 

川越市内の企業の振興発展、地域社会の活性化に寄与し、中小企業

では自ら実施することが困難な従業員とその家族の生活安定と福

祉の向上を実現するため、川越市が平成２年に設立した。 

設立年月 平成 2 年 4 月 

指定管理対象 

施設の管理実績 

昭和 60 年 10 月から川越市中高年齢労働者福祉サービスセンター、

昭和 61 年 6 月から川越市芳野台体育館と、前身団体時より両施設

の管理運営にあたっている。平成 18 年からは、指定管理者制度の

導入に伴い、指定管理者として同施設の管理運営にあたっている。 
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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＞ 

【川越市中高年齢労働者福祉センター】 

年度 所管課評価 所管課指示・指導事項 

平成 25 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概ね良

好であった。施設利用者も 22,971 人と前

年度比 8.3％増加している。 

提案事業については、延べ参加人数が、前

年度と比べ大幅に増加しており、事業によ

る収益も増加している。 

また、電気・水道・ガス使用量（芳野台体

育館と合計）についても、積極的に節約に

努めた結果、すべて使用料が前年度と比較

すると減少（使用料金は電気量が増額）し

ている。 

 

・提案事業は、引き続いて

利用者ニーズを的確に把

握し、収益を考慮して実施

すること。また、経費節約

に努めること。 

平成 26 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概ね良

好であった。施設利用者は 23,182 人と前

年度比 0.9％増加している。 

 

・利用者ニーズを的確に把

握し、引き続き収益性を考

慮して実施すること。 

また、経費節減に取り組む

こと。 

・緊急時の対応マニュアル

の確立と BCP（事業継続

計画）について検討してい

くこと。 
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【川越市芳野台体育館】 

年度 所管課評価 所管課指示・指導事項 

平成 25 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概ね良

好であった。施設利用者も 16,871 人と前

年度比 2.5％増加している。 

機器の故障や事故、災害発生時緊急事態へ

の対応の状況に関して、市との連絡調整が

十分に行われていなかったことがあり、今

後の対応方法については協議を行う必要

がある。 

 

・施設の性格上、事故発生

が想定されるため、その対

応を市と協議するととも

に、マニュアル化を検討す

ること。 

平成 26 年度 施設管理に関する指定管理業務は、概ね良

好であった。施設利用者は 18,501 人と前

年度比 9.7％増加している。 

 

・利用者ニーズを的確に把

握し、引き続き収益性を考

慮して実施すること。 

また、経費節減に取り組む

こと。 

・緊急時の対応マニュアル

の確立と BCP（事業継続

計画）について検討してい

くこと。 
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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。 

【川越市中高年齢労働者福祉センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村名 川越市 熊谷市 入間市 和光市 狭山市

人口 350,014人（H27.9.1現在） 200,696人（H27.9.1現在） 149,613人（H27.9.1現在） 80,891人（H27.9.1現在） 153,911人（H27.9.1現在）

対象施設名
川越市中高年齢

労働者福祉センター
熊谷市立勤労会館 入間市勤労福祉センター

和光市勤労福祉センター
アクシス

狭山市立社会福祉会館

開館年 昭和60年 ― 昭和62年 平成4年 ―

建物面積
（延べ床面積）

1,350.02㎡ ― 747.53㎡ 3,133㎡ 251.06㎡（各部屋面積計）

指定管理者
公益財団法人川越市勤労者
福祉サービスセンター

公益財団法人熊谷市
シルバー人材センター

公益社団法人入間市
シルバー人材センター

シンコースポーツ・サンワック
ス共同事業体

社会福祉法人
狭山福祉協議会

館内設備

講習室（2室）、会議室（1
室）、和室（2室）、研修室（2
室）、トレーニング室（1室）、
図書館（1室）等

大ホール（1室）、会議室（2
室）、和室（2室）、展示ホー
ル等

会議室（2室）、研修室（2
室）、和室（2室）等

アリーナ、会議室（2室）、和
室（2室）、アスレチック等

会議室（3室）、研修室（1
室）、和室（1室）、調理室（1
室）等

利用料金

◎午前・午後・夜間・全日の
4区分、利用施設で料金に
差がある。

講習室1：2,000～7,000円
講習室2：1,500～5,000円
会議室1.2：1,500～5,000円
和室1.2：1,500～5,000円
研修室1.2：2,000～7,000円
トレーニング室：44歳以下1
人1回300円、45歳以上1人1
回250円

◎午前・午後・夜間・午前～
午後・午後～夜間・全日の6
区分、利用施設で料金に差
がある。

大ホール：3,000～12,000円
第1会議室：1,000～4,000円
第3会議室：1,500～6,000円
第1和室：400～1,600円
第2和室：600～2,400円
展示ホール：1日2,000円

◎午前・午後・夜間・全日の
4区分、利用施設で料金に
差がある。

大会議室：800～3,600円
中会議室：400～1,600円
研修室：400～1,600円
和室：200～800円

◎1時間ごとに6区分に分か
れている。下記料金は1区分
（1時間）当たりの市内利用
者料金。

アリーナ：1,270円
アスレチック：360円
会議室A：810円
会議室B：710円
和室A：520円
和室B：370円

◎午前・午後・夜間の3区
分、利用施設で料金に差が
ある。

大会議室：1,500～2,000円
第1.2会議室：700～900円
研修室：500～700円
和室：1,200～1,500円
調理室：300～500円

年間利用状況
（平成26年度）

利用者数：23,182人 ― ― ―
利用者数：31,039人

（平成23年度）

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

指定管理期間
5年間

（平成26年4月1日～
平成31年3月31日）

3年間
（平成27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23年4月1日～
平成28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 非公募

備考

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある（総合福祉
センター）。
・指定管理者は、社会福祉
法人川越市社会福祉協議会
で、選定は非公募によるも
の。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある。
・指定管理者はくまがや市商
工会で、選定は非公募と
なっている。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設は市内に無し。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設は市内に無し。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある。
・指定管理者は智光山パー
クマネジメントJVで、選定は
公募となっている。
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① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設のうち、4 施設の指定管理期間が 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、川越市中高年齢労働者福祉センターが採用している 5 年間の期間は妥当

であると考えます。 

 

② 指定管理者の公募・非公募 

5 施設のうち、公募が 2 施設、非公募が 3 施設となっています。指定管理者制度

を導入している同種施設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、そしてそれに伴う団体及び職

員の意識向上が期待できます。 

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、川越市中高年齢労働

者福祉センター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。 
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【川越市芳野台体育館】 

 

 

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、川越市芳野台体育館が採用している 5 年間の期間は妥当であると考えま

す。 

 

 

 

 

市町村名 川越市 熊谷市 草加市 春日部市 鴻巣市

人口 350,014人（H27.9.1現在） 200,696人（H27.9.1現在） 245,837人(H27.9.1現在） 237,025人(H27.9.1現在） 119,192人（H27.9.1現在）

対象施設名 川越市芳野台体育館 熊谷市立別府体育館 草加市民体育館 春日部市立市民体育館 鴻巣市立第2体育館

開館年 昭和61年 ― ― 昭和48年 昭和55年

建物面積
（延べ床面積）

805.23㎡ 540㎡ 1,189㎡（体育館のみ） 1,372㎡（アリーナのみ） 1,494.25㎡

指定管理者
公益財団法人
川越市勤労者福祉サービス
センター

公益財団法人
熊谷市体育協会

公益財団法人
草加市体育協会

アイル・オーエンス東部緑地
グループ

シンコースポーツ株式会社・
株式会社サンワックス共同
事業体

館内設備

体育館（バレーコート1面、バ
ドミントンコート3面、卓球台6
台等）

体育館（バレーコート1面、バ
スケットボール1面、バドミン
トン2面、卓球台8台）

体育館（バレーコート3面、バ
スケットボール2面、バドミン
トン6面、バウンドテニス6
面、卓球台16台等）、軽体育
室、会議室、更衣室、トレー
ニング室

体育館（バレーコート2面、バ
スケットボール2面、バドミン
トン8面、その他卓球、ミニテ
ニス、インディアカ、ビーチ
ボールバレー、ソフトバレー
等）、談話室

体育館（バレーコート2面、バ
スケットボール試合用1面、
同練習用2面、バドミントン3
面等）、卓球室（卓球台3
台）、多目的室、談話室

利用料金

◎午前・午後・夜間の3区
分、利用目的で料金に差が
ある。

全面利用：3,600～6,000円
1/3面利用：1,200～2,000円
1/6面利用：600～1,000円
集会等を目的として全面利
用する場合：5,100～8,000円

◎午前・午後・夜間・全日の
4区分で料金に差がある。利
用目的による差はない。

午前：500円
午後：500円
夜間：750円
全日：1,750円

◎2時間ごと3区分に分かれ
ている。下記料金は一般1区
分（2時間）当たりの料金。

全面：1,850円
（照明使用料1時間510円）
1/2面：920円
（照明使用料1時間300円）
1/3面：610円
（照明使用料1時間200円）

◎午前・午後・夜間の3区
分、利用目的で料金に差が
ある。

全面利用：2,200～4,400円
1/4面利用：550～1,100円

談話室：1時間110円

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

全館：700円
体育館全面：500円
体育館1/2面：250円
体育館1/3面：200円
卓球台1台：50円
多目的室：250円

年間利用状況
（平成26年度）

利用者数：18,501人
利用件数：900件

― ― ― ―

利用時間 午前9時～午後9時
午前8時30分～
午後9時30分

午前9時～午後9時 午前9時～午後9時 午前9時～午後9時

指定管理期間
5年間

（平成26年4月1日～
平成31年3月31日）

3年間
（平成27年4月1日～
平成30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23年4月1日～
平成28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 非公募 非公募 公募 公募

備考

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある。（川越運
動公園総合体育館）
・指定管理者は、財団法人
施設管理公社であり、選定
は非公募によるもの。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内6つある。
・指定管理者は、5つが公益
財団法人熊谷市体育協会
で、1つが公益財団法人熊
谷市シルバー人材センターと
なっており、全て公募による
もの。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある。
・他施設も含め、指定管理者
は公益財団法人草加市体育
協会で、全て非公募となって
いる。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に2つある。
・他2施設も含め、指定管理
者はアイル・オーエンス東部
緑地グループで、全て公募
によるもの。

・指定管理方式の運営を行
う類似施設が、同施設を除
き市内に1つある。
・他施設も含め、指定管理者
はシンコースポーツ株式会
社と株式会社サンワックスに
よる共同事業体で、全て公
募によるもの。
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② 指定管理者の公募・非公募 

5 施設のうち、公募が 2 施設、非公募が 3 施設となっています。指定管理者制度

を導入している同種施設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、そしてそれに伴う団体及び職

員の意識向上が期待できます。 

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、また料金区分の時間表記にバラつきはありますが、

川越市芳野台体育館の使用料は、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勤労者福祉サービスセンターは、開設当初か

ら本施設の管理を行っており、川越市中高年齢労働者福祉センター及び川越市芳野台

体育館の管理・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、利用者を対象としたアンケートの実施や、提案事業として運営する各教室の講

師から受講者の意見や要望等の収集を行う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、勤労者等の福祉の増進と心身の健康保持、教養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。 

一方、体育館の雨漏りや駐車場など、利用者の安全確保を図る上でも重要な修繕箇

所があり、今後の方向性について市の所管課と協議をする必要があります。その他に

も、総合的な緊急時マニュアルの策定や利用料金収納時の管理方法など、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り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 利用者アンケートや積極的なコミュニケーションを行うことで、利用者のニーズ

把握とサービス向上を図っています。 

施設の利用者を対象としたアンケートを実施し、川越市中高年齢労働者福祉セ

ンター・川越市芳野台体育館双方に関する様々なニーズ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に活用しています。 

また、提案事業として運営している各教室については、担当する講師から受講

者に対し積極的にコミュニケーションをとることで意見や要望等を収集できてお

り、サービスの向上に役立てています。 

このように、利用者目線に立ったニーズ把握によって、サービス向上に積極的

に取り組む姿勢は高く評価できます。 

 

② 利用者が安心して施設を利用できるよう、施設管理と利用者への注意喚起を徹底

しています。 

川越市中高年齢労働者福祉センターのトレーニング室では、トレーニング器具

の安全点検をトレーニング指導士の資格を持つ職員が毎日行うとともに、半年に

一度専門家によるメンテナンスが行われています。また、職員が利用者一人ひと

りに対し器具の正しい使用方法や注意事項を説明するとともに、個別にトレーニ

ングメニューを作成することで危険防止と利用者のサービス向上につながってい

ます。 

川越市芳野台体育館については、空調施設が設置されていないため、熱中症予

防に関するチラシを作成し、受付時に配布したり体育館内へ掲示したりと、利用

者に対する注意喚起を徹底しています。 

 

③ 事故防止や事故発生時の対応について、徹底した管理が行われています。 

救命法救急員の資格を有する職員が複数名在籍しており、他職員についても基

本的な救命手当と応急処置の手法を習得しています。施設内に常備されている

AED については案内表示が適正にされているほか、所有者である市の管理だけで

なくチェックリストに基づいた独自の管理も行っており、有事の際の対応が徹底

されています。 

また、各所に備え付けられている消火器については、使用方法を記載した説明

書を展示するといった工夫もされています。 
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（５）早急に改善が必要な点 

駐車場、体育館雨漏りの修繕は、利用者の安全確保を図る上でも重要です。今後の

方針等について、市の所管課と協議をする必要があります。 

 

（６）第三者評価機関からの提案 

① 指定避難所選定時を含めた、緊急時の総合的な対応マニュアルを策定することが

望ましいと考えます。 

過去に災害発生時の指定避難所として選定されたことで、利用者への通知やキ

ャンセルなどの対応に追われたことに加え、その後も利用者が大幅に減少したと

いう経緯があります。指定管理者制度のもとでは、指定管理者の交代が起こりう

るため、業務の実施手順や対応のマニュアル化は非常に重要な取り組みといえま

す。そのため、災害時の対応として現在策定されている防災計画だけでなく、東

日本大震災発生時の経験を生かした対応マニュアルを策定することが望ましいと

考えます。 

 

② 施設使用料等の管理について、収納した担当者を記録に残すなど現金取扱者を明

確にすることが望ましいと考えます。 

施設使用料等現金の授受について、現状では受領した金額を管理簿に記載し、

管理者による精査・押印が行われています。しかし、現金の取扱者を明確にする

ためにも、使用料等受領の都度、担当者が管理簿に押印するなど記録として残す

ことが望ましいと考えます。 
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3．評価シートに基づく評価結果 

（１）利用者サービスの向上 

＜評価項目 28個＞ 

指定管理者    できている 23個  概ねできている 5個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  23個  概ねできている 5個  できていない 0個 

① 利用者アンケート等の実施 

 アンケートと回収箱を施設入口に常備しているほか、利用者と積極的にコミュ

ニケーションをとり利用者ニーズの把握に努めています。利用者から要望の多い

整備や修繕については、引き続き市の所管課と協議が必要と思われます。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 施設入口にアンケート及び回収箱を設置しています。また、両施設とも、使用

前後には鍵の授受等により代表者が受付窓口へ来るようになっており、そこでコ

ミュニケーションを図りながら苦情や意見の把握に努めています。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 施設の利用条件は遵守されており、一部の市民に利用制限や優遇が行われてい

るということはありません。川越市中高年齢労働者福祉センターにおいては、教

室等の施設事業により利用者は年々増える傾向にあります。川越市芳野台体育館

においては、施設の設備が不足することで競技が困難なものもありますが、予約

受付時に説明を徹底することや、器具の持ち込みを許可するなど、可能な限り柔

軟な対応をとっています。 

④ 利用者の受付体制・受付方法 

 利用申請予約の受付、利用許可に関する業務は、協定書や仕様書に定めたとお

りとなっています。また、施設利用者に対する使用方法等の指導は適切に行って

います。川越市芳野台体育館利用者へは、利用目的に応じて安全性確保等の指導

を行っています。川越市中高年齢労働者福祉センターにおいては、トレーニング

室にトレーニング指導士の資格を有する職員を配置し安全管理に努めています。 

⑤ 提案事業 

 提案事業として運営している教室事業については、昨年度よりも多い 20 教室

を実施しています。両施設とも、不特定かつ多数の市民等が、公平かつ平等に利

用できるように努めており、事業内容としても設置目的に則したものとなってい

ます。 
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⑥ 広報・PR活動 

 市の発行する「広報川越」に、教室等の事業に関する情報を掲載しています。

また、ホームページにて教室の案内を行う等、積極的な広報・PR 活動を行って

いるといえます。また、両施設に関する案内チラシが受付窓口に備え付けられて

います。当案内チラシには、施設料金や設備使用料、案内図、休館日等が適切に

掲載されている一方、事業者名の表記が過去の団体になっているなど修正が必要

な箇所もあります。 

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切で、清潔感のあるものとなっています。電話等接遇に関

するマニュアルを作成しており、適切な応対とサービス向上に努めています。ま

た、言葉遣いや態度も丁寧なものとなっています。 

⑧ 職員の情報共有 

 業務手順に関するマニュアルが作成されており、手順や応対について高い水準

が保てる仕組みが作られています。また、月に一度、職員会議が開催され情報共

有や問題解決に向けた取り組みが行われています。会議以外にも、職員に必要な

情報は資料の回覧や配布により共有を図っています。 

⑨ 地域や地域住民との連携 

 隣接する川越東部工業会協同組合の事務局とは、健康診断やインフルエンザ予

防接種などにおいて協力体制を築いています。また、同組合の「工業会組合ニュ

ース」に情報を掲載するなど、情報提供も積極的に行っています。 
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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 0個  できていない 1個 

第三者評価機関  できている   7個  概ねできている 1個  できていない 1個 

① 建物・設備の保守点検 

 協定書・事業計画書に基づいた定期点検が行われ、実施状況を記録しています。

不具合が発生している箇所、修繕が必要な箇所については市の所管課へ報告を行

っており、適切な管理・点検が行えているといえます。一方で、ロータリーのイ

ンターロッキングや、受水槽の外壁塗装、高圧受電設備内の機器更新等修繕が必

要な箇所が複数あります。また、体育館の雨漏りにより壁紙がはがれつつあり、

利用者の安全確保のためにも注意が必要です。 

② 備品管理と安全点検 

 市の所有備品と財団所有備品は、区別した台帳にて適切に記録されています。

また、備品の管理について、利用者への貸出後に備品の状態を確認しています。

トレーニング室の機器については、毎日トレーニング指導士の資格を持つ職員に

よる点検・試用を行っており、専門家による定期点検も行っています。 

③ 清掃業務 

 清掃業務については、専門業者に委託しており、計画的に実施されています。

各施設とも、利用者に対し利用後の清掃等を働きかけるとともに、職員による事

後チェックも行っており、清潔な環境が保たれています。また、職員が定期的に

ゴミ処理を行うなど、衛生的な状況が保たれています。 
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（３）組織運営及び体制 

＜評価項目 14個＞ 

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

第三者評価機関  できている  14個  概ねできている 0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・方針に基づいた管理運営上の基本方針が策定されています。

指定管理者である公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターは長年両施設

の管理・運営を行っており、職員は施設の設置目的や基本方針について理解して

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、事業

計画書で記載された職員数が配置されています。各職員が受付、清掃等複数の業

務を実施できるような体制を築けているほか、指定管理担当以外の職員によるバ

ックアップも可能としています。 

③ 人材育成 

 毎年、計画表に基づき研修を受講しています。自己評価報告書においても、具

体的に参加した研修名等が記載されています。研修参加により職場が手薄となら

ないよう、指定管理担当以外へも応援を依頼できるよう、人員配置は配慮されて

います。 

④ 個人情報の保護 

 個人情報の取扱いについては、協定書別記「個人情報取扱特記事項」及び川越

市条例等の遵守を徹底しています。また、USB メモリの機能をパスワード付きに

するなど個人情報管理を強化しており、同時に職員への周知も徹底されています。

ノート型パソコンについては、鍵のかかるキャビネットへの格納、デスクトップ

型についてもそれぞれパスワードの設定を義務付けています。また、廃棄書類に

ついてはシュレッダー処分を原則とするなど、管理状況に問題はありません。 
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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  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  13個  概ねできている 1個 できていない 0個 

① 緊急時対応の仕組み 

 利用者の体調不良などの各種緊急時対応に関するマニュアルが存在します。利

用者に対しても、口頭での注意喚起や、チラシの配布などを行い周知に努めてい

ます。 

② 防犯対策 

 夜間や休日の防犯業務は、外部の専門業者に委託しており、適正に実施されて

います。日中は職員による巡回を行っており、仕様書、協議書等のとおり業務が

実施されています。施設内を定期的に巡回しているほか、駐車場利用の多い日に

ついては職員を駐車場整備に充てるなど事故の未然防止にも努めています。 

③ 事故防止対策 

 職員による施設内の巡回は、自主点検チェック表を用いて行い、施錠や設備の

安全点検を行っています。また、トレーニング室については、職員による点検・

試用を毎朝行うとともに、トレーナーが危険行為への注意や正しい器具の使用方

法を指導するなどして事故防止に努めています。 

④ 防災対策 

 消防計画の策定に加え、災害発生時の役割分担についても明確に定められてい

ます。また、消火器については、設置箇所に使用方法を明記することによって、

初心者でも使用できるよう工夫しています。また、策定された消防計画に基づき

総合訓練を年 2回実施しており、職員は利用者の避難・誘導について理解してい

ます。 
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（５）効果的、効率的な施設管理 

＜評価項目 7個＞ 

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

第三者評価機関  できている   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 

 金融機関出身の職員が経理担当者として配置されています。また、福祉担当の

職員がバックアップとして控えており、当担当者が長期不在となるような事態が

発生しても対応可能な体制となっています。 

② 収支決算状況 

 事業報告書・収支報告書については、市の様式を用いて適正に作成しています。

提案事業・利用状況等も明確に記載されており、問題は見受けられません。空調

の集中管理、利用者に対する節電・節水の喚起、照明やトイレといった設備の省

力化、職員による軽易な修繕等、経費削減に対して積極的に取り組んでいます。 
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4．財務・経営に関する評価の概要 

（１）収支の状況 

平成 25 年度と平成 26 年度の両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。 

【川越市中高年齢労働者福祉センター】 

 

 ※計画は指定管理者が対象年度の前年に作成したもの。 

 

単位：円

平成25年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度

計画 実績 計画 実績

26,448,000 26,548,890 26,681,000 26,591,527

指定管理料 22,253,000 22,222,600 22,253,000 22,253,000

基本財産運用収入 5,000 250 5,000 250

施設目的事業収入 3,540,000 3,683,500 3,882,000 4,032,000

雑収入 2,000 1,044 2,000 455

前期繰越収支差額 648,000 641,496 539,000 305,822

26,418,000 26,273,468 26,671,000 26,547,819

人件費 14,458,000 14,646,645 14,727,000 14,974,737

旅費交通費 3,000 42,960 3,000 1,520

減価償却費 59,000 58,909 37,000 36,464

諸謝金 2,380,000 2,392,500 2,820,000 2,712,000

消耗品費 353,000 441,955 300,000 241,950

消耗什器備品費 0 0 0 33,000

燃料費 79,000 77,288 91,000 80,634

印刷製本費 49,000 0 50,000 0

光熱水料費 2,178,000 2,035,716 2,178,000 2,238,242

修繕費 700,000 925,193 400,000 406,080

通信運搬費 118,000 54,923 112,000 57,292

支払手数料 98,000 39,886 98,000 13,330

保険料 188,000 165,230 153,000 140,610

委託費 3,800,000 3,445,365 3,400,000 3,377,160

賃借料 1,260,000 1,232,448 1,296,000 1,225,800

備品購入費 0 0 0 0

支払負担金 10,000 6,350 10,000 4,000

租税公課 685,000 708,100 996,000 1,005,000

30,000 0 10,000 0

26,448,000 26,273,468 26,681,000 26,547,819

0 275,422 0 43,708差　引

科目

収入合計

事業費

予備費

支出合計
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【川越市芳野台体育館】 

 

 ※計画は指定管理者が対象年度の前年に作成したもの。 

 

（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、指定管理料に加え、施設の使用料等を指定管理者の収入とする利用

料金制度を一部採用しています。しかし、本施設の性質上、収入の大半が指定管

理料によるものとなっていることからも、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 

 事務局長、指定管理担当の正規職員（専任職員）2 名、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 26 年度実績

単位：円

平成25年度 平成25年度 平成26年度 平成26年度

計画 実績 計画 実績

10,046,000 10,043,842 10,151,000 9,931,965

指定管理料 9,660,000 9,660,000 9,660,000 9,660,000

雑収入 2,000 431 2,000 200

前期繰越収支差額 384,000 383,411 489,000 271,765

10,036,000 9,772,077 10,141,000 10,089,316

人件費 9,107,000 8,811,838 9,093,000 9,097,551

減価償却費 97,000 96,567 86,000 85,867

消耗品費 40,000 139,924 40,000 39,995

消耗什器備品費 0 0 0 0

光熱水料費 456,000 388,868 456,000 406,887

支払手数料 0 0 0 0

保険料 26,000 25,500 26,000 25,500

賃借料 80,000 79,380 82,000 75,816

備品購入費 0 0 0 0

支払負担金 0 0 0 0

租税公課 230,000 230,000 358,000 357,700

10,000 0 10,000 0

10,046,000 9,772,077 10,151,000 10,089,316

0 271,765 0 ▲ 157,351差　引

科目

収入合計

事業費

予備費

支出合計
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で 4,402 千円となっています。これは、類似業種の民間の平均賃金1である 3,346

千円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。川越市中高年齢労働者福祉セ

ンター及び川越市芳野台体育館は、建設から約 30 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、修繕費の

最小化に加え、長期的な修繕計画策定のうえ計画的に修繕を実施することが望ま

しいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

額（正職員・男女計）に 12 を掛けたもの。 
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5．資料編 

 

 【第三者評価に使用した評価シート】 

 

 

     平成27年度

　　　　　　　　 川越市芳野台体育館

 　一般財団法人長野経済研究所

平成27年9月

                        川越市勤労者福祉サービスセンター

指定管理者第三者モニタリング

評価シ－ト

     施設名　　　：川越市中高年齢労働者福祉センター

     指定管理者：公益財団法人
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指定管理者　自己評価

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

・日頃から利用者に対し、挨拶等の声かけを行い、積極的
にコミュニケーションを図りながら、意見や要望等の収集に
努めています。利用者から収集した意見や要望等は、職
員間で検討しながら、迅速かつ適切に対応し、サービス向
上に努めています。
・事業として行っている教室は、4教室で職員が講師を務
め、受講者の教養の向上、技術の習得・向上、体力の増
強、心身の健康保持、健康の増進等に寄与することを目
的として、できるだけ受講料を抑えて実施するように努めて
います。また、アンケート等により意見や要望を収集し、次
回以降の教室に活用しています。
・施設設立の経緯や立地上（川越工業団地内）から、隣接
する川越東部工業会協同組合の事務局とは、特に、連携
と協力を行っています。共催事業の実施や施設利用等ＰＲ
の依頼、情報交換等も頻繁に行っています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・施設が設立してから30年が経過しているため、経年劣化
等による修繕が多く発生しています。予算要求をしていま
すが、予算化が難しい状況です。今後も市と相談しなが
ら、修繕を進めていきます。なお、軽易な修繕について
は、引き続き、職員が行います。
・協定書等に基づく、施設・設備の適切な維持管理を行う
ため、8つの業務については、再委託をしています。
・平成25年度に、「公共施設建築物及び建築設備点検業
務」を業者に委託し、点検を実施しました。ロータリーのイ
ンターロッキングのへこみと受水槽外壁塗装の汚れ・剥が
れについては、その実施報告書でも、改善するよう指摘さ
れています。
・施設内の備品については、備品台帳により、適切に管理
しています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・関係する法令、条例、規則及び協定書等に遵守し、か
つ、公の施設としての設置目的等に合致した施設の管理
運営に努めています。
・職員体制は、専任職員2名と臨時職員7名（曜日ごとに分
担）を配置しています。また、兼務になりますが、統括的責
任者として、常勤の事務局長１名を配置し、善良な管理者
としての注意をもって管理運営に努めています。
・少ない職員で、最大の効果が発揮できるよう、福利厚生
担当職員3名によるバックアップ体制をとっています。
・多様化するニーズに対し、柔軟に対応し、かつ、創意工
夫をしながら、サービスの提供に努めています。
・個人情報については、個人情報保護法等を遵守し、適
切な管理運営に努めています。

①アンケートと回収箱を施設入口に常備しているほか、利用者と
積極的にコミュニケーションをとり利用者ニーズの把握に努めてい
ます。利用者から要望の多い整備や修繕については、引き続き市
の所管課と協議が必要と思われます。

②川越市中高年齢労働者福祉センターでは、提案事業として運
営している教室の利用者が年々増加しています。不特定多数の
市民が公平かつ平等に利用できるよう努めており、「受講者の教
養の向上、技術の習得・向上、体力の増強、心身の健康保持、健
康の増進等に寄与する」といった目的に沿った内容となっていま
す。

③芳野台体育館では、バスケットボールのゴールや空調設備な
ど、施設の構造上設置できないものが複数あります。競技の関係
については、予約受付時に説明を徹底することや他施設を紹介と
いった方法で、空調の関係については大型扇風機の無料貸出と
いった方法で対応しています。

④隣接する川越東部工業会協同組合の事務局とは、工業団地
内企業の従業員を対象とした集団健康診断や集団予防接種など
を共催事業として実施するなど、連携と協力を行っています。

①仕様書・協定書等に則し、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。

②人員配置については、事務局長、指定管理担当の専任職員2
名、臨時職員7名がおり、各職員が複数の業務を実施できるように
なっています。また、勤労福祉担当の職員3名によるバックアップ
体制も整えられており、円滑な施設運営と合わせて無理のない業
務の実施体制となっています。

③個人情報については適正な管理が行われています。パソコン
や内部データ、書類などの厳格な取扱いについて、高く評価でき
ます。

①古い施設のため設備の老朽化が進んでいます。修繕実施計画
表に基づき適正な維持管理業務が行われていますが、駐車場整
備や体育館の雨漏りなど、利用者の安全確保を図るためにも修繕
の検討が必要な箇所がありますので、引き続き市の所管課と協
議・相談を進めてください。

②備品の管理について、利用者への貸出後に備品の状態を確認
しています。また、トレーニング室の機器については、毎日職員に
よる点検・試用を行っているほか、専門家による定期点検も行って
います。

③植栽管理や週に2度の清掃業務は専門業者に委託しており、
チェックリストを用いて職員が実施状況を確認しています。また、
職員による清掃に加え、施設の利用者に対し清掃を依頼するな
ど、施設の清掃・整理が行き届いている点は高く評価できます。

評価結果の総括

評価機関　評価
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指定管理者　自己評価

Ⅳ
．
緊
急
時
の
対
応

・消防計画を作成し、火災、震災、その他災害の予防及び
人命の安全並びに被害の防止に努めています。消防計画
に基づく総合訓練を年2回実施しています。その内の1回
は、隣接する川越東部工業会協同組合と合同で訓練を実
施しています。なお、当施設の駐車場は、市から災害時の
避難場所に指定されています。
・日中は、職員が適宜、施設内を巡回して、異常有無の確
認や防犯防災対策及び事故の未然防止に努めていま
す。なお、職員不在の夜間と休館日は、警備業務を委託
している業者による機械警備の体制をとっています。
・不測の事態に備えて、職員間の緊急連絡網を作成して
います。また、隣接する川越東部工業会協同組合と市の
所管課との緊急連絡体制も整備しています。なお、不幸に
して事故等の緊急事態が発生した場合は、迅速に消防署
等関係諸機関に連絡し対応します。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

・経理については、整然かつ明瞭に整理して記録し、適
正な会計処理に努めています。また、施設使用料は、市
からの「収納事務の受託」という形式をとっているため、きち
んと区分して管理しています。
・経費削減や業務の効率化には、積極的に取り組んでい
ます。日頃から職員に啓発を行い、節電と節水の対策に
は、特に積極的に取り組んでいます。職員が館内を巡回
し、防犯対策や事故防止に努めながら、電気をこまめに消
したり、空調の設定温度についても細かな対応を行ってい
ます。芳野台体育館についても、利用面積に応じた水銀
灯の点灯を徹底しています。
・軽易な修繕は、職員で行えるものがないかを検討し、経
費削減に努めています（トイレ内の修繕、トレーニング室器
具の修繕、ロッカールーム内修繕、棚の修繕、体育館床
の修繕、暗幕の修繕他）。

Ⅵ
．
そ
の
他

・平成23年3月11日に、東日本大震災が発生しました。そ
の震災の影響により、平成23年3月22日から4月8日までの
間は、被災された方及び福島原子力発電所の事故に
伴って避難された方を受け入れるための一時避難場所に
指定されたため、両施設の貸出業務の利用を全て休止
（休館）しました（避難された方は0人でした）。貸出業務再
開後も、計画停電や利用者の生活リズム（出勤日や勤務
時間の変更）の変化、ガソリン不足等もあり、しばらくの間、
利用者数が減少していました。
・平成25年度には、両施設とも震災前の延利用者数に回
復し、平成26年度は、更に増加しました。芳野台体育館
については、団体利用の増加に伴い、過去最高の延利用
者数を更新しました。
・新施設の影響もあり、トレーニング室の利用者数が伸び
悩んでいますので、積極的に利用促進を図ります。

評価機関　評価
①災害発生時のマニュアルとして消防計画を策定しています。こ
の消防計画に沿って、年に2回避難訓練が実施され、内1回は隣
接する川越東部工業会協同組合と合同で行われています。

②日本赤十字社救急法救急員の資格を持つ職員がおり、利用者
の体調不良や緊急時に対応が可能です。また、同職員の資格継
続研修の資料を、緊急時の手順マニュアルとして全職員が保有
し、利用者の不測の事態に対して適切な対応ができるよう努めて
います。また、AEDの設置個所も明確であり、職員は使用につい
ても適切に対応できるようになっています。

③防犯対策としては、職員が定期的に施設内を巡回しているほ
か、夜間・休日の警備業務を専門業者に委託しており、仕様書の
とおり業務を実施しています。

④職員間の緊急連絡網に加え、隣接する川越東部工業会協同
組合、市の所管課との緊急連絡体制も整備しており、有事の際に
は迅速な対応がとれるようにしています。

①会計・経理処理については、金融機関出身の職員が担当とな
り、公益法人会計基準に従って整理・記録が行われています。少
額の現金を取り扱っていますが、日次の精査と金庫への格納は徹
底しており、不測の事態に備え現金動産総合保険に加入してい
ます。

②当初予算に対し増減が発生しているものの、大幅な乖離には
至っていません。空調の集中管理、利用者に対する節電・節水の
喚起、照明やトイレといった設備の省力化、職員による軽易な修
繕等、経費削減に対して積極的に取り組んでいます。
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・事業で行っている教室の受講生に対し、アンケートを実施してい
ます。教室の満足度等を把握し、今後の教室運営の参考にして
います。また、教室の講師にも結果を還元しています。
・施設改善、職員に対する意見、サービス等に対する様々な意見
を収集できました。
・意見や要望等は、職員間で検討し、サービス向上の視点に立っ
て、迅速かつ適切な対応に努めています。しかし、駐車場が狭
い、1台分の幅を広くして欲しい、インターロッキングがデコボコで
危ない等の駐車場整備に関する要望や体育館の暑さ寒さ対策
等の要望、大規模な修繕については、こちらでは対応できないた
め、引き続き、市の所管課に対し、要望を行っていきます。

①利用者に対しては、適切な時期にアンケートを実施し、ニーズ
や満足度を把握しています。また、施設入口にアンケートと回収
箱を設置しており、日常的に利用者の意見等を聞く仕組みができ
ています。

②アンケートの結果等については、定期的に市の所管課へ報告
を行っています。今後は、利用者に対しても結果等を公表していく
ことが望ましいといえます。

③アンケートより寄せられた意見・課題は、職員間で検討し対策
を講じています。一方、大規模な修繕に関する意見については対
応できていないものもありますので、引き続き市の所管課と協議
をする必要があります。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　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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・施設の入口に『ご意見箱』を設置し、意見や苦情等の受付を
行っています。
・日頃から利用者に対し挨拶等の声かけを行い、積極的にコミュ
ニケーションを図ることで、直接、意見や苦情等の収集に努めて
います。また、利用者の多くと面識があるので、施設使用料の支
払い時等に、直接、意見や苦情等の収集に努めています。アン
ケート以外にも、教室の受講生から直接、意見や苦情等を収集し
たり、教室の講師からも直接、意見や苦情等を収集しています。
・収集した意見や苦情等は、事務局長を中心に職員間で検討し、
迅速かつ適切な対応に努めました。施設の修繕関係について収
集した意見等には、適宜対応し、結果として、サービス向上にも
つながりました。
・利用者からの意見や苦情等に臨機応変に対応できるよう職場
での「ほう・れん・そう」を徹底しました。また、月に1度の職員会
議で、職員間の情報共有を図るとともに、職員全体で問題解決に
対応するように努めました。

①施設入口にアンケート及び回収箱を設置しています。また、両
施設とも、使用前後には鍵の授受等により代表者が受付窓口へ
来るようになっており、そこでコミュニケーションを図りながら苦情
や意見の把握に努めています。

②事務局長を責任者とし、必ず担当者から責任者まで情報が届
く体制を築いています。電話対応に係る具体的な業務手順のマ
ニュアルが整備されている点は高く評価できますが、電話内容が
苦情であった場合の対応も明記されていればなお良いと考えま
す。

③利用者から寄せられた苦情等については記録を残し、市の所
管課へも報告書として提出することで情報の共有を図っていま
す。

④施設として対応可能な範囲において、迅速な対応がとれてい
ます。複数回生じたトイレの苦情に関しても、自動洗浄機能など
設備の導入や、徹底した清掃等により対応しています。今後は、
利用者に対し対応策等を公表することが望ましいと考えます。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

③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

・窓口にパンフレットを備え付けています。また、館内入口に、施
設概要等を掲示しています。
・川越市中高年齢労働者福祉センターは、福祉の増進、心身の
健康保持及び教養の向上等を図ることを目的として設置された施
設です。事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する
ものと考え、利用者が公平かつ平等に利用できるように努めてい
ます。また、公の施設として、地域企業及び地域社会の発展にも
寄与するように努めています。
・芳野台体育館は、市民のスポーツの振興を図り、もって市民の
健康的な生活に資することを目的として設置された施設です。事
業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものと考
え、利用者が公平かつ平等に利用できるように努めています。ま
た、公の施設として、スポーツを通じ、地域企業及び地域社会の
発展にも寄与するように努めています。

①施設入口に施設案内が掲載していることに加え、利用に関す
るパンフレット等も備え付けています。また、ホームページにおい
ても施設案内に関するページを設けています。

②施設の利用条件は遵守しており、一部の市民に利用制限や優
遇が行われているということはありません。

③事業内容の偏りや、利用者が限定されることはありません。川
越市中高年齢労働者福祉センターにおいては、教室等の施設事
業により利用者は年々増える傾向にあります。芳野台体育館に
おいては、施設の設備が不足することで競技が困難なものもあり
ますが、予約受付時に説明を徹底することや、器具の持ち込みを
許可するなど、可能な限り柔軟な対応をとっています。

　　　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

・協定書及び仕様書で定めたとおり、利用申請予約の受付や利
用許可に関する業務を適正に行っています。
・芳野台体育館については、予約時に利用目的（競技種類・内容
他）の確認と適切な利用面積を提示することにより、有効な貸出
面積活用、防球ネットを利用した安全性の確保、利用者同士のト
ラブル防止に努めています。特に、球技競技の利用者が他の利
用者の妨げにならないよう、事前確認と利用場所の指定を徹底し
ています。
・利用者が施設や備品を初めて使用する際は、職員が、使用方
法や注意事項等の説明を行います。特に、トレーニング室につい
ては、トレーニング指導士の資格を有する職員を中心に、トレーニ
ング室器具の正しい使用方法や注意事項等を説明し、危険防止
に努めています。
・業務の状況を報告するため、毎月月報（収支報告、利用状況、
利用者数推移、使用料内訳等）を作成し、市の所管課へ提出し
ています。

①利用申請予約の受付、利用許可に関する業務は、協定書や
仕様書に定めたとおりとなっています。

②施設利用者に対する使用方法等の指導は適切に行っていま
す。体育館利用者へは、利用目的に応じて安全性確保等の指導
を行っています。川越市中高年齢労働者福祉センターにおいて
は、トレーニング室にトレーニング指導士の資格を有する職員が
機器の使用方法を指導したり、利用者一人ひとりに合ったトレー
ニングメニューを作成したりしています。

③利用状況については、状況記録のうえ報告書として定期的に
提出しています。

　　　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

・平成26年度は、19教室を実施し、平成27年度は、1教室を新し
く開講して、20教室を実施しています。その中の4教室で、職員
が講師を務めています。受講者の教養の向上、技術の習得・向
上、体力の増強、心身の健康保持、健康の増進等に寄与するこ
とを目的として、できるだけ受講料を抑えて実施するように努めて
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
隣接する川越東部工業会協同組合と共催事業として、工業団地
内企業の従業員を対象とした、集団健康診断（年2回）とインフル
エンザ集団予防接種（年2回）を実施しました。
・川越市国民健康保険課との共催事業として、特定保健指導事
業「ときも健康スクール」と「ときも健康スクールOB教室」の運動
指導を月2回実施しました。これは、職員が運動の実技指導者と
して参加しています。
・アンケートと直接受講者・講師から意見・要望等を収集し、次回
以降の事業に活用しています。

①事業計画に記載のとおり、昨年度よりも多い20教室を提案事
業として実施しています。

②両施設とも、不特定かつ多数の市民等が、公平かつ平等に利
用できるように努めており、事業内容としても設置目的に則したも
のとなっています。

③両施設とも、毎年度事業運営に関する自己評価を報告してお
り、次年度以降の計画に活かされています。また、アンケートの
常時実施や教室参加者からの意見・要望等収集など、利用者の
定着とサービスの向上に努めています。

　　　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）提案事業

①事業計画書等のとおり、提案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

・市が発行する「広報川越」に事業で実施している教室の情報を
掲載し、市民への周知に努めています。
・当法人のホームページや当法人の会員向け「サービスセンター
ニュース」（年4回発行）に情報を掲載し、PRに努めています。
・隣接する川越東部工業会協同組合が発行する「工業会組合
ニュース」（年4回発行）への情報掲載、組合との連携や協力を行
い、施設利用のPRと促進を図っています。
・トレーニング室の利用案内チラシを作成し、近隣の公共施設に
配布依頼を行っています。また、工業団地内の企業にも配布し、
施設の利用促進に努めています。
・地元の「芳野地区振興懇話会」に出席し、教室等事業の説明や
施設利用のPRを行っています。

①市の発行する「広報川越」に、教室等の事業に関する情報を掲
載しています。また、ホームページにて教室の案内を行う等、積
極的な広報・PR活動を行っているといえます。

②両施設に関する案内チラシが、受付窓口に備え付けられてい
ます。作成された時期は古いものですが、施設料金や設備使用
料、案内図、休館日等が適切に掲載されています。休館日や料
金については改正に合わせて修正した跡がみられますが、管理
団体の紹介箇所では平成22年に合併した団体の名称が記載さ
れているため、他箇所同様に修正が必要と思われます。

③施設入口や受付窓口等、掲示物は利用者の目につきやすい
場所に掲載されています。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③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。
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・職員は、原則、名札を着用しており、利用者が職員であることを
判別できるようにしています。
・職員の身だしなみについても適切です。また、電話応対等の言
葉遣いについても、引き続き接客対応には、留意していきたいと
考えています。なお、アンケートで、職員の対応については、一
定の評価が得られています。
・引き続き、利用者に対し挨拶等の声かけを行い、積極的にコ
ミュニケーションを図るように努めます。

①職員は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切で、清潔感のあるものとなっていま
す。

③電話等接遇に関するマニュアルを作成しており、適切な応対と
サービス向上に努めています。また、言葉遣いや態度も丁寧なも
のとなっています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③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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・月に一度、職員会議を行い、職員間の情報共有を図るととも
に、利用者から収集した意見や要望等も職員全体で問題解決に
向けて対応するように努めています。
・職員に必要な情報は、資料の回覧や配布により情報共有を図
るように努めています。

①業務手順に関するマニュアルを作成しており、手順や応対につ
いて高い水準が保てる仕組みを作っています。一方で、東日本
大震災での経験を生かした、指定避難所となった際の業務手順・
応対などのマニュアル作成も求められます。

②月に1度、職員会議を開催しており、情報共有や問題解決に向
けた取り組みが行われています。

③職員に必要な情報は、資料の回覧や配布により情報共有を
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

・施設設立の経緯や立地上（川越工業団地内）から、隣接する川
越東部工業会協同組合の事務局とは、特に、連携と協力を行っ
ています。共催事業として実施している、川越工業団地内企業の
従業員向け「集団健康診断」や「インフルエンザ集団予防接種」
は、会場の提供、駐車場誘導、会場案内、受付事務等のサポー
ト業務を行っています。また、川越東部工業会協同組合が発行す
る「工業会組合ニュース」への情報掲載を依頼し、施設利用のPR
と促進を図っています。
・地元の「芳野地区振興懇話会」に出席し、情報交換を行ってい
ます。また、教室等事業の説明や施設利用のPRも行っていま
す。
・農業ふれあいセンターと川越運動公園とは、適宜、電話等での
情報交換を行っています。

①隣接する川越東部工業会協同組合の事務局とは、健康診断
やインフルエンザ予防接種などにおいて協力体制を築いていま
す。また、同組合の「工業会組合ニュース」に情報を掲載するな
ど、情報提供も積極的に行っています。

②地元の「芳野地区振興懇話会」への出席など、地域とのつな
がりのための活動を積極的に行っています。

③同種の施設である、農業ふれあいセンターや川越運動公園と
情報交換を行い、当施設のサービス向上に役立てています。

　　　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

・施設が設立してから30年が経過し、経年劣化等による修繕が
多く発生しています。予算要求をしていますが、予算化が難しい
状況です。また、指定管理の協定書上、修繕費は、残金が生じ
たときは返還し、不足したときは、指定管理者の全額負担になっ
ています。
・ロータリーのインターロッキングがデコボコになっており、利用者
からも修繕の要望がでています。また、受水槽の外壁塗装や高
圧受電設備内の機器更新についても保守点検業務を委託してい
る業者から要請を受けています。
・軽易な修繕については、職員が行っています。また、小規模修
繕（見積額100万円未満）については、原則として、あらかじめ市
の所管課と協議し、承認を受けてから修繕を行っています。
・平成25年度に、建築基準法に基づく「公共施設建築物及び建
築設備点検業務」を専門業者に委託し、点検を実施しました。

①協定書・事業計画書に基づいた定期点検が行われ、実施状況
を記録しています。不具合が発生している箇所、修繕が必要な箇
所については市の所管課へ報告を行っており、適切な管理・点検
が行えているといえます。

②報告のとおり、ロータリーのインターロッキングや、受水槽の外
壁塗装、高圧受電設備内の機器更新等、修繕の必要な箇所が
複数あります。また、体育館の雨漏りにより壁紙がはがれつつあ
り、利用者の安全確保のためにも注意が必要です。

③点検や修繕等の記録は残されています。しかし、施設全体を
みると壁紙や倉庫外壁、センター2階の防煙ガラス等、修繕が必
要な箇所は未だ散見されますので、引き続き市との協議が求め
られます。

　　　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

・川越市が所有する備品と財団が所有する備品を区別して「備品
台帳」により、適切に管理しています。また、年1回、備品の総点
検を実施し、数量・場所・安全性等を確認しています。
・川越市が所有する備品を返納する際は、返納日を記録し、市の
承認を受けています。また、財団が所有する備品を廃棄する際
は、廃棄日を記録し、事務局長の承認を受けています。
・利用者に貸出した備品については、利用後に、備品の状態を確
認しています。

①市の所有備品と財団所有備品は、区別した台帳にて適切に記
録されています。

②備品については、備品シールにより所有者の別を明確にして
おり、備品台帳通り適切に管理しています。

③備品の管理について、利用者への貸出後に備品の状態を確
認しています。また、トレーニング室の機器については、毎日ト
レーニング指導士の資格を持つ職員による点検・試用を行ってか
ら使用可能とし、専門家による定期点検も行っています。

　　　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

・清掃業務については、業者に委託しています。週2回（火曜日と
金曜日）の日常清掃と年4回の定期清掃（ワックス清掃・ガラス清
掃等）を行っています。
・緑地樹木管理業務については、業者に委託しています。人力除
草、除草剤散布、刈り込み、剪定、樹木消毒を行っています。
・利用者が快適に施設を利用できるように、職員も日常清掃を行
い、館内の美化に努めています。また、ごみの分別についても、
利用者に働きかけています。
・芳野台体育館については、体育館利用後のモップかけを利用
者に働きかけています。

①清掃業務については専門業者に委託しており、計画的に実施
しています。

②専門業者に委託した清掃業務について、チェックリストを用いて
管理しています。

③各施設とも、利用者に対し利用後の清掃等を働きかけるととも
に、職員による事後チェックも行うなどして清潔な環境が保たれて
います。また、職員が定期的にゴミ処理を行うなど、衛生的な状
況を保っています。

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）清掃業務

①計画的な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

・川越市中高年齢労働者福祉センターは、福祉の増進、心身の
健康保持及び教養の向上等を図ることを目的として設置された公
の施設です。設置目的等に合致した施設の管理運営に努めてい
ます。
・芳野台体育館は、市民のスポーツの振興を図り、もって市民の
健康的な生活に資することを目的として設置された公の施設で
す。設置目的に合致した施設の管理運営に努めています。
・窓口に備え付けているパンフレットに、施設の設置目的等を記
載し、利用者に周知しています。

①施設の設置目的・方針に基づいた管理運営上の基本方針が
策定されています。

②指定管理者である公益財団法人川越市勤労者福祉サービス
センターは長年両施設の管理・運営を行っており、職員は施設の
設置目的や基本方針について理解しています。

③ホームページやパンフレット等を通して、施設の設置目的や基
本方針について周知に努めています。

　　　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

・専任職員2名と臨時職員7名（曜日ごとに分担）の職員を配置し
ています。また、兼務になりますが、統括的責任者として常勤の
事務局長を1名配置し、善良な管理者としての注意をもって施設
の管理運営に努めています。
・専任職員1名は、施設管理業務に20年以上の経験があり、か
つ、トレーニング指導士の資格を有しています。また、別の専任
職員1名は、民間企業（金融機関）に10年以上勤務し、かつ、施
設管理業務に10年以上の経験を有しています。
・専任職員の他に福利厚生担当職員3名によるバックアップ体制
をとっています。
 ・各条例施行規則で定められた開館日数と利用時間は、確保さ
れています。

①事業計画書で記載された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の開館日数・開館時
間が確保されています。

③各職員が受付、清掃等複数の業務を実施できるような体制を
築けており、無理のない業務の実施体制となっています。

④各職のバックアップ体制が整えられており、休暇の取得や研
修の参加が可能となるよう、適正な労働環境・労働条件の確保
に努めています。

　　　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

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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・研修計画表に基づき、研修を受講しています。特に、2年ごとに
受講する「ダンベル体操講習会兼公認指導員認定講習会」と3年
ごとに受講する「救急法救急員資格継続研修」については、資格
継続のためにも、必ず、決められた年度に受講するように徹底し
ています。
・受講した研修資料等を回覧し、職員間で情報の共有を図ってい
ます。
・月に1度職員会議を行い、職員間で情報共有を図るとともに、職
員全体で、業務改善等に対応するように努めています。また、利
用者からの意見や要望等に臨機応変に対応できるよう「ほう・れ
ん・そう」を徹底し、随時、サービス向上の視点にたって検討して
います。

①毎年、計画表に基づき研修を受講しています。自己評価報告
書においても、具体的に参加した研修名等が記載されています。

②スケジュールやシフトを調整することに加え、各職のバックアッ
プ体制が整っているなど、職員が研修に参加しやすいよう配慮し
ています。

③毎月開催される会議は全職員が参加することとなっており、そ
こで情報共有やアンケート等で出た利用者からの意見・要望につ
いて検討を行っています。

　　　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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・個人情報保護法、協定書別記「個人情報取扱特記事項」を遵
守し、適切な管理運営に努めています。
・川越市個人情報保護条例の第9条、第10条、第35条及び第36
条に規定する内容を職員に周知徹底しています。
・個人情報の資料等は、取り扱いに注意し、情報を漏らさないよう
徹底しています。また、廃棄する資料等は、原則、シュレッダーに
て処分しています。
・パソコンやUSBメモリ等の記憶媒体を第三者に使用されること
や、許可なく情報が閲覧されることがないよう管理の徹底に努め
ています。また、平成27年4月からUSBメモリをパスワード機能付
に切り替えています。

①個人情報の取扱いについては、川越市条例、協定書別記など
の遵守を徹底しています。

②「ご意見箱」で収集しているアンケートは利用者の氏名・住所・
電話番号等個人情報の記載欄がありますが、書面には利用目
的について明示されており、目的以外に使用することはありませ
ん。

③本年4月にUSBメモリの機能をパスワード付にするなど個人情
報管理を強化しており、職員への周知も徹底しています。

④パソコンについてはパスワードの設定を義務付けており、ノート
型パソコンについては、帰宅時には鍵のかかるキャビネットに格
納しています。また、廃棄書類についてはシュレッダー処分を原
則とするなど、管理状況に問題はありません。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（４）個人情報の保護

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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・救急法救急員資格継続研修で学んだテキスト（手当の手順）を
緊急時の対応に関するマニュアルとして職員に配布し、利用者
の不測の事態に対し、適切に対応ができるように徹底していま
す。緊急時には、資料を参照して、傷病者の発見から医療機関
への引き継ぎまでを迅速に対応できるようにしています。また、
一次救命処置の手順の資料も職員に配布し、心肺蘇生とAEDの
使用にも適切に対応できるようにしています。
・職員間の緊急連絡網を作成し、不測の事態に備えています。ま
た、隣接する川越東部工業会協同組合と市の所管課との緊急連
絡体制も整備しています。
・緊急呼出ブザーがなった際には、事務所にいる職員が速やか
に駆けつけ、対応するように徹底しています。

①利用者の体調不良などの各種緊急時対応に関するマニュアル
が存在します。利用者に対しても、口頭での注意喚起や、チラシ
の配布などを行っており、周知の徹底については高く評価できま
す。

②職員に対しては、緊急時の対応について、マニュアルや資料を
配布しています。また、年に2回防災・避難訓練を実施しており、
緊急時の対応等については十分理解しています。

③職員間の緊急連絡網に加え、市の所管課、隣接する川越東部
工業会協同組合との連絡体制についても整備しています。また、
施設内の各トイレ等には緊急呼び出しブザーが付いており、利用
者の緊急事態には事務所内職員が対応できるようになっていま
す。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③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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・日中は、職員が適宜、施設内を巡回し、異常がないかを確認し
ています。また、閉館する前にも施設内を巡回し、各部屋の施錠
やトイレ、ロッカールーム等に異常がないかを確認しています。
・夜間や休館日の防犯については、警備業務を委託している業
者による機械警備の体制をとっています。
・職員出入口用の鍵と各部屋用の鍵及び警備会社のICカード
は、職員5名と夜間等を担当する臨時職員2名及び市の主管課が
それぞれ所有しています。警備会社のICカードについては、それ
ぞれカード番号が違うため、誰が何日の何時に開閉をしたか記録
されています。また、その時の様子をセンサーライトカメラで撮影
し、一定期間映像を記録しています。
・隣接する川越東部工業会協同組合とも連携し、防犯に努めてい
ます。

①夜間や休日の防犯業務は外部の専門業者に委託しており、適
正に実施されています。日中は職員による巡回を行っており、仕
様書、協議書等のとおり業務を実施しています。

②警備会社のICカードについては、電子記録が残ることに加え、
センサーライトカメラで撮影することで映像としても記録を残してい
ます。鍵については、特定の職員が保有し管理していますが、管
理簿作成のうえ厳格に取り扱うことが望ましいといえます。

③施設内を定期的に巡回しているほか、駐車場利用の多い日に
ついては職員を駐車場整備に充てるなど、事故の未然防止にも
努めています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（２）防犯対策

①協定書・仕様書等のとおり防犯・警備業務を実施しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック



 

 

51 

 

 

 

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

・職員が施設内を巡回し、危険箇所の察知等で事故の未然防止
に努めています。また、自主検査チェック表に基づき、各部屋の
施錠や定期的に設備の火気関係の点検も行っています。
・トレーニング室については、トレーナーが危険行為の防止と器具
の正しい使用方法を指導し、利用者に注意を促しています。ま
た、隣接する川越東部工業会協同組合とも連携し、防犯に努め
ています。
・職員2名が、日本赤十字社「救急法救急員」の資格を有してお
り、基本的な救命手当と応急手当の方法を習得しています。
・車がロータリーの壁面に接触しないようスコッチコーンを設置し
ています。また、職員が、駐車場満車時に、第２駐車場等への誘
導を行い、事故や混乱を未然に防ぐよう努めています。
・不幸にして利用者に怪我等の事故が発生した場合、市の所管
課へ書面にて報告しています。また、損害保険の補償対象にな
る事故の場合は、速やかに、損害保険代理店にも事故内容を
FAXで通知しています。

①事故防止のため、自主点検チェックリストが整備されていま
す。

②職員による施設内の巡回は自主点検チェック表を用いて行い、
施錠や設備の安全点検を行っています。また、トレーニング室に
ついては、職員による点検・試用を毎朝行うとともに、トレーナー
が危険行為への注意や正しい器具の使用方法を指導するなどし
て事故防止に努めています。

③救命法救急員の資格保有職員が在籍していることに加え、他
職員についても基本的な救命手当と応急処置の手法を習得して
います。また、AEDについては、市の定期点検に加え、指定管理
者でも管理簿を作成し管理・点検を行っています。

④事故発生の恐れがある駐車場については、スコッチコーンの設
置や、混雑時の駐車場誘導・整備に職員を充てるなど、事故防
止のための適正に対応しています。

　　　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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　　　非該当

　　　概ねできている

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・日中は、職員が適宜、施設内を巡回し、異常がないかを確認し
ています。また、閉館する前にも施設内を巡回し、各部屋の施錠
やトイレ、ロッカールーム等に異常がないかを確認しています。夜
間や休館日の防災については、警備業務を委託している業者に
よる機械警備の体制をとっています。
・職員が、自主検査チェック表に基づき、定期的に設備の火気関
係や避難口、避難通路、避難障害の点検を行い、防火管理に努
めています。また、消火器置場と避難経路図を作成して、事務所
に掲示し、利用者が安全に屋外へ避難できるように周知徹底し
ています。
・隣接する川越東部工業会協同組合と連携して、防災にも取り組
んでいます。
・消防計画を作成し、消防計画に基づく総合訓練を年2回実施し
ています。その内の1回は、隣接する川越東部工業会協同組合
と合同で訓練を実施しています。

①消防計画の策定に加え、災害発生時の役割分担についても明
確に定められています。また、消火器については、設置場所に使
用方法を展示するなどして初心者でも使用できるよう工夫してい
ます。

②策定された消防計画に基づき総合訓練を年2回実施しており、
職員は利用者の避難・誘導について理解しています。

③避難経路は確保され、利用者にも分かるよう掲示されていま
す。避難経路に障害物等は無く、利用者の安全確保に配慮して
います。

④年2回実施している総合訓練の内、1回は隣接する川越東部工
業会協同組合と合同で実施しており、防災のための連携体制が
整備されています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②避難訓練や防災訓練が実施されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（４）防災対策

①防災に関するマニュアル等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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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

・事業年度の経営成績及び財政状態を明らかにするため、すべ
ての取引について、公益法人会計基準に従って、整然かつ明瞭
に整理し記録しています。また、業務に係る全ての取引につい
て、その取引の発生の都度、会計伝票を発行しています。
・業務の状況を報告するため、毎月月報を作成し、市の所管課へ
提出しています。
・出納印は、事務局長が管理し、銀行の通帳は、施錠可能な金
庫内で管理しています。また、指定管理に係る経理とその他の
経理をきちんと区分して管理しています。
・施設使用料は、市からの「収納事務の受託」という形式をとって
いるため、施設管理のための財源にはなりません。また、週に1
度、銀行で施設使用料を納入し、事務所内に保管する現金は、
必要最小限にするように努めています。なお、現金の保管中と輸
送中の不測の事態に備えて、現金動産総合保険に加入していま
す。

①会計・経理処理は、公益法人会計基準に従って適正に行われ
ています。

②金融機関出身の職員が担当者として配置されています。ま
た、福祉担当の職員がバックアップとして控えており、担当者が
長期不在となるような事態が発生しても対応可能な体制となって
います。

③施設使用料について、管理簿を作成し事務局長による精査・
押印が行われていますが、料金収納の都度、担当者が押印する
などして現金の取扱者を明確にすることが望ましいと考えます。

④現金や印鑑、通帳、回数券については、施錠可能な金庫で適
切に管理しています。また、現金の保管・輸送中の不測の事態
に備え、それぞれ保険に加入しています。

　　　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

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

　　　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
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（２）収支決算状況

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・支出科目については、なかなか計画通りにはいかず、当初予算
との増減が発生してしまいます。
・その事業年度の経営成績及び財政状態を明らかにするため、
事業報告書を適正に作成しています。
・経費削減や業務の効率化には、積極的に取り組んでいます。
日頃から職員に啓発を行い、節電と節水の対策には、特に積極
的に取り組んでいます。各部屋の空調については、集中管理シ
ステムにより、部屋ごとの設定温度の細かな対応を行っていま
す。電球については、白熱電球から電球形蛍光ランプへの切り換
えを実施し、誘導灯の交換修繕の際には、大型中型のものから
小型のLEDタイプの誘導灯へ切り換えています。事務所内等の
照明器具についても蛍光灯照明からLED照明へ交換していま
す。また、トイレの手洗い水栓についても、自動停止タイプのもの
に切り換えています。
・軽易な修繕については、職員で行えるものがないかを検討し、
経費削減に努めています。

①当初予算に対し増減が発生しているものの、大幅な乖離とま
では至っていません。

②事業報告書・収支報告書については、市の様式を用い適正に
作成しています。提案事業・利用状況等も明確に記載されてお
り、問題は見受けられません。

③空調の集中管理や職員による軽易な修繕、利用者に対する節
電・節水の喚起をすることで経費削減に取り組んでいます。ま
た、照明のLED化、トイレの自動洗浄型への変更などを行うことに
より、設備の長寿命化が図られ作業負担が軽減することから、経
費削減だけでなく業務効率化にもつながっています。
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・施設設立から30年が経過しているため、経年劣化等による修繕
が多く発生しています。指定管理の協定書上、修繕費は、残金が
生じたときは返還し、不足したときは、指定管理者の全額負担と
なっています。また、指定管理者の修繕負担が、見積額100万円
未満という金額についても多額であると思われます。
・利用者からの一番多い要望は、駐車場の問題です。①止められ
る台数が少ない、②車１台１台の止める幅が狭い、③夜明かりが
少なく暗い、④ロータリーのインターロッキングがデコボコで危ない
などです。
・保守点検業務の委託業者からも、改善や修繕の要請を受けてい
ます。①受水槽外壁の劣化②水ポンプ架台の腐食と錆③イン
ターロッキングのへこみ④高圧受電設備内機器の更新（耐用年
数経過）⑤空調機内のドラム清掃などです。

・駐車場、体育館雨漏りの修繕は、利用者の安全確保を図る上で
も重要です。今後の方針等について、市の所管課と協議をお願い
します。

＜評価機関からの提案＞

・災害時の避難所に指定された場合を含めた総合的な緊急時の
対応マニュアルを確立することが望ましいと考えます。

・施設使用料について、管理簿を作成し事務局長による精査・押
印が行われていますが、料金収納の都度、担当者が押印するな
どして現金の取扱者を明確にすることが望ましいと考えます。

○利用者サービスの向上に関する取り組みについて
・トレーニング室には、トレーニング指導士の資格を有する職員を
配置し、利用者に器具の正しい使用方法を指導しています。ま
た、希望者には、利用者一人ひとりに合ったトレーニングメニュー
の作成を無料で行っています。
・ロビー壁面の展示コーナーを利用者に無料で開放しています。
その結果、利用者からも大変好評で、現在は、写真展と絵てがみ
展及びネオステンドアート展を開催しています。
・芳野台体育館内には空調がないため、特に、夏の暑さ対策とし
て、大型扇風機（工場扇）の無料貸出を行っています。利用者か
らも大変好評で、暑さに対して若干の改善と熱中症の予防にも
なっています。

・指定管理者は、両施設の開設当初より管理・運営に携わってお
り、豊富なノウハウを蓄積しています。両施設とも不特定多数の市
民が公平かつ平等に利用できるよう努めており、提案事業におい
ては各種の教室の申込者が年々増加しています。

・トレーニング室には、トレーニング指導士の資格を有する職員を
配置し、利用者に器具の正しい使用方法を指導しているほか、希
望者には、利用者一人ひとりに合ったトレーニングメニューの作成
を無料で行っています。また、半年に1度の専門家によるトレーニ
ング機器点検に加え、毎日職員による器具点検と、一定回数・一
定時間試用したうえで利用者に開放するなど、利用者の安全確
保のために徹底した管理を行っています。

＜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

＜Ｉ～Ⅴの評価項目で評価し切れなかった特筆すべき事項＞ ＜特筆すべき取組み・サービス＞
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一般財団法人長野経済研究所 


