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1．第三者モニタリングの概要 

（１）第三者モニタリングの目的 

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

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

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

た制度です。 

制度の創設以降、全国の自治体で多くの施設に指定管理者制度が導入されてきまし

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

撤退したりと、さまざまな問題も明らかになってきています。 

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

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

とが求められています。 

施設の設置者としての責任を自治体が果たしていくためには、指定管理者による施

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

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

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

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

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

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

す。 

 

（２）第三者モニタリングの位置づけ 

「川越市指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」では指定管理者のセ

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

めています。 

 

 ・指定管理者によるセルフモニタリング 

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

状況、定期点検・清掃の状況、光熱水費等の使用実績、苦情とその対応状況等につ

いて、日々記録し報告書にまとめ、毎月終了後に市の所管課へ提出する。また、利

用者の意見や要望を把握するため、定期的に利用者アンケートを実施し、結果を施

設管理運営に反映させるとともに、市に報告を行う。 
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 ・市のモニタリング（事業報告書の確認） 

   施設所管課は、定期的報告や指定管理者自己評価報告書等に基づき事業報告書の

内容を確認・検証し、必要に応じて指定管理者に対しヒアリングを実施する。その

結果に基づき「検証結果報告書」を作成し、市長及び議会へ報告を行う。 

 

 ・第三者モニタリング 

   指定管理者による公の施設の管理･運営に係る評価を、中立的・専門的見地から検

証し、より住民満足度の高いサービスを提供することを目的とする。 

 

（３）評価の視点 

第三者モニタリングは、協定書・仕様書等で目標としている施設の管理運営水準等

の達成状況の確認を基本として、施設の特性に応じて運営状況・サービス・収支状況

等に関する評価についても実施しました。 

評価にあたっては、行政でも指定管理者でもない第三者機関としての客観的な視点

から、公正な評価を行い、また、利用者である市民の目線に立った調査を実施し、利

用者サービスの向上に資するよう努めました。なお、評価は川越市が指定する「指定

管理者モニタリング項目」で定められた以下の項目について実施しています。 

 

＜指定管理者モニタリング項目＞ 

モ ニ タ リ ン グ 項 目 

１ 利用者サービスの向上 

① 利用者アンケート等の実施と対応（アンケートの実施、調査結果の分析、課題への対応）

② 意見・要望の受付と対応（受付方法、苦情解決の仕組み、仕組みの周知、対応、対応策   

   の利用者への開示） 

③ 施設利用者の平等利用の確保（施設案内の地域への幅広い PR、利用案内等の設置、 

利用者の公平な受付方法） 

④ 地域住民と交流・連携する取組み 

⑤ 自主事業（幅広い層の住民が参加できる工夫、事業計画書等に沿った事業の実施） 

⑥ 広報・PR活動 

⑦ 職員の接遇 

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

⑨ その他利用者サービスの向上に関すること 

２ 施設・設備の維持管理 

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

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

④ その他施設・設備の維持管理に関すること 

３ 組織運営及び体制 

① 職員配置の考え方（協定書等に定めた職員配置） 

② 事業計画書・事業報告書の公表 

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

④ 市との連絡調整に関する体制 

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

など） 

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

や印鑑等の適切な管理等） 

⑦ その他組織運営及び体制に関すること 

４ 緊急時の対応 

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

な防犯体制等） 

② 防災への対応（防災マニュアルの作成、避難訓練の実施） 

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

④ 事故が発生した時の対応（AEDの設置、体調急変時の事故対応等） 

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

市との連絡体制） 

⑥ その他緊急時の対応に関すること 

５ 効果的、効率的な施設管理 

① 指定管理に要する経費の削減に向けた取組み 
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（４）評価方法 

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

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

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

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

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

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

ついて検討を行う財務・経営評価の 4 つの手法により評価を実施しました。 

このうち、今回のモニタリングでは、評価シートを用いて行う①自己評価、③訪問

調査を最も重視して評価を行っています。 

 

① 自己評価 

評価シートを用いて、施設の運営状況等に関する自己点検を指定管理者自らが行

いました。 

 

② 書類調査 

基本協定書・仕様書・事業計画書・事業報告書等を確認し、指定管理者が実施す

る業務の理解を深めるとともに、自己評価結果を確認し、訪問調査時にヒアリング

するべき点等について、事前にまとめました。 

 

③ 訪問調査  

指定管理施設を訪問し、現場確認・ヒアリング・書類の確認等により、評価シー

トの各事項について評価を行いました。 

 

④ 財務・経営に関する評価 

指定管理施設の収支報告書を基に、経営指標を算出し、財務や収益構造について

分析を行いました。 
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（５）評価シートの評価項目 

評価シートの評価項目は、5 つの大項目と 22 の中項目、70 の小項目で構成されて

います。評価項目の概要と、判断基準は以下のとおりです（大項目は英数字大文字、

中項目は英数字小文字、小項目は丸付き数字）。 

 

Ⅰ．利用者サービスの向上 

ⅰ． 利用者アンケート等の実施 

評価のポイント 

①サービス全体に関する利用者アンケートを年１回以上定期的に実施しているか。 

②利用者アンケートの結果を分析し課題を抽出、公表しているか。 

③アンケートで抽出された課題について対応策を講じているか。 

 

ⅱ． 意見・苦情の受付と対応 

評価のポイント 

①利用者が苦情や意見を述べやすいような工夫をしているか。 

②苦情解決の体制・仕組み（受付方法、対応手順、責任者等）が明確に定められているか。 

③利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか。 

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか。 

評価のフロー図     ※①，③が評価シートを用いる評価 

指定管理者

第三者評価機関

③訪問調査

①自己評価

②書類調査

評価結果報告書

④財務・経営評価
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ⅲ． 公正かつ公平な施設利用 

評価のポイント 

①受付・窓口等に施設案内（施設概要、施設の利用案内等）を備えているか。 

②公平な事業運営に努め、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。 

③事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか。 

 

ⅳ． 利用者の受付体制・受付方法 

評価のポイント 

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

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

③利用状況を記録し、定期的に報告を行っているか。 

 

ⅴ． 自主事業 

評価のポイント 

①事業計画書等のとおり、自主事業を実施しているか。 

②施設の設置目的に則した事業内容となっているか。 

③実施した事業の振り返りを行い、次年度以降の計画に活かされているか。 

 

ⅵ． 広報・ＰＲ活動 

評価のポイント 

①広報誌・ホームページ等を作成し、積極的に広報・ＰＲ活動を行っているか。 

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

③施設内の掲示物は誰にでもわかりやすいように配慮がされているか。 

 

ⅶ． 職員の応対・マナー 

評価のポイント 

①利用者が職員だと判別できるよう、名札や制服を着用しているか。 

②職員の身だしなみは適切であるか。 

③電話応対や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であるか。 

 

ⅷ． 職員の情報共有 

評価のポイント 

①標準的な業務実施の手順や注意点等についてマニュアルが作成されているか。 

②情報共有を目的とした定期的なミーティング等が開催されているか。 

③職員に必要な情報は掲示物や回覧等により共有化が図られているか。 
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ⅸ． 地域や地域住民との連携 

評価のポイント 

①地域の団体や住民と情報交換・連携を行っているか。 

②地域活動等へ積極的に参加・協力しているか。 

③他の同種施設等と連携し、情報交換等を実施しているか。 

 

 

Ⅱ．施設・設備の維持管理 

ⅰ． 建物・設備の保守点検 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等に基づいた維持管理・点検が行われているか。 

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

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

 

ⅱ． 備品管理と安全点検 

評価のポイント 

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

②備品台帳に記録された備品は揃っているか。 

③備品の安全性について点検を実施し、結果が記録されているか。 

 

ⅲ． 清掃業務 

評価のポイント 

①計画的な清掃業務が実施されているか。 

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか。 

 

 

Ⅲ．組織運営及び体制 

ⅰ． 施設の設置目的・基本方針の確立 

評価のポイント 

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

定されているか。 

②職員は設置目的や基本方針を理解しているか。 

③施設の利用者に対し、設置目的や基本方針が周知されているか。 
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ⅱ． 業務体制と職員配置 

評価のポイント 

①協定書・事業計画書等で定めた職員体制がとられているか。 

②仕様書のとおり開館日数が確保されているか。 

③各業務に対し無理のない職員数が配置されているか。 

④従業員の適正な労働環境・労働条件が確保されているか。 

 

ⅲ． 人材育成 

評価のポイント 

①職員の研修計画が作成され、計画どおり研修が行われているか。 

②職員が研修に参加しやすい環境を整えているか。 

③職員から業務改善やサービス向上の提案が活発に行われているか。 

 

ⅳ． 個人情報の保護 

評価のポイント 

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか。 

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

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

しているか。 

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

じられているか。 

 

 

Ⅳ．緊急時の対応 

ⅰ． 緊急時対応の仕組み 

評価のポイント 

①緊急時のマニュアルや対応手順等を作成しているか。 

②職員は緊急時のマニュアルや対応手順について基本的な内容を理解しているか。 

③緊急時の連絡体制は十分に整備されているか。 

 

ⅱ． 防犯対策 

評価のポイント 

①協定書・仕様書等のとおり防犯・警備業務を実施しているか。 

②鍵の管理者・管理方法が明確になっているか。 

③事故や犯罪を未然に防止するために、定期的に施設内の巡回を行っているか。 
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ⅲ． 事故防止対策 

評価のポイント 

①事故防止のためのチェックリストやマニュアルが整備されているか。 

②チェックリストやマニュアルを使用して施設の安全性が点検されているか。 

③発生した事故について記録を作成し、改善のための対応がとられているか。 

 

ⅳ． 防災対策 

評価のポイント 

①防災に関するマニュアル等が整備されているか。 

②避難訓練や防災訓練が実施されているか。 

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか。 

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか。 

 

 

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理 

ⅰ． 指定管理料の執行状況 

評価のポイント 

①適正な会計処理が行われているか。 

②経理を担当する職員が配置されているか。 

③経理帳簿・伝票等が適切に作成、保管されているか。 

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか。 

 

ⅱ． 収支決算状況 

評価のポイント 

①支出・収入は当初計画と大幅に乖離していないか。 

②事業報告書・収支決算書は適正に作成されているか。 

③経費削減や業務の効率化に取組んでいるか。 
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（６）評価シートの評価方法 

評価シートは、指定管理者と第三者評価機関がそれぞれ、各項目について判断基準

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

を行いました。また、評価の理由や改善すべき点、課題への対応方法などは、記述式

で評価しました。3 段階の評価の基準については以下のとおりです。 

 「できている」 

  指定管理者が実施している業務が、仕様書・協定書の要求水準を十分満たしている。 

 「概ねできている」 

  業務の一部に仕様書・協定書の要求水準に達しないものもあるが、概ね要求水準を

満たしている。 

 「できていない」 

  実施している業務は仕様書・協定書の要求水準を満たしておらず、改善が必要であ

る。 
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2．モニタリング結果の概要と総括 

（１）対象施設と指定管理者の概要 

① 評価対象施設の概要 

施設名 川越西文化会館 

所在地 埼玉県川越市大字鯨井 1556 番地 1 

敷地面積 6391.80 ㎡ 

建物面積 3191.34 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、2 階建塔屋付 

開設年月 昭和 63 年 11 月 

館内設備 ホール、楽屋（第 1～第 3）、リハーサル室、会議室（第 1～第 3）、

研修室、和室（水屋付）、健康増進室、創作室、展示ロビー、児童

図書コーナー、ボランティアビューロー、相談室 

休館日 火曜日（火曜日が祝日の場合翌日）、12 月 29 日～1 月 3 日 

施設概要 市民の文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的として設立さ

れた施設。 

年間の利用者数は 99,077 人（平成 28 年度）。 

 

② 指定管理業務の概要 

＜指定管理の業務範囲＞ 

・施設の運営に関する業務 

・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 

・施設使用料の収納に関する業務 

・その他の業務（夜間等警備業務、展示ロビーの貸出しに関する業務、等） 

 

＜過去３年間の指定管理料＞ 

年度 指定管理料（消費税込） 

平成 27 年度 73,744,000 円 (決算額) 

平成 28 年度 74,933,000 円 (決算額) 

平成 29 年度 87,491,000 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 埼玉県川越市郭町 1 丁目 18 番地 7 

代表者 理事長 風間 清司 

事業内容 

地域のコミュニティの育成や文化・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、市民サービスと住民

福祉の向上に寄与することを目的として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 

指定管理者は、設立以後、市の文化施設やスポーツ施設の管理運営

業務を受託しており、豊富な経験やノウハウを有している。現在は、

本施設を含め、市内 4 施設の管理運営業務を行っている。 

 

 

④ 所管課によるモニタリング結果 

＜過去２年間の所管課評価結果＞ 

年度 所管課評価 所管課指示・指導事項 

平成 27 年度 管理運営については、協定書、仕様書、事

業計画に基づき良好に行われていた。利用

状況については、利用件数・使用料収入が

前年度より減少している。施設の大規模改

修による休館の影響などが考えられる。 

自主事業は文化施設の設置目的に沿って

実施されていた。施設利用者への安全面の

配慮やサービス向上の取組みが行われて

いる。 

 

市民の文化の向上及び福

祉の増進のため、自主事業

の実施に努めること。 

引き続き、経費削減に努め

ること。 

施設の修繕を計画的に行

うため、引き続き市と連絡

を密にすること。 

引き続き、より多くの市民

に利用される施設になる

よう努めること。 

平成 28 年度 管理運営については、協定書、仕様書、事

業計画に基づき良好に行われていた。利用

状況については、利用件数・使用料収入が

前年度より増加している。前年度は施設の

大規模改修により休館日数が多かったこ

とが影響し、今年度は増加したと考えられ

る。 

自主事業は文化施設の設置目的に沿って

概ね良好に実施されていた。 

市民の文化の向上及び福

祉の増進のため、内容を精

査した上で、自主事業の実

施に努めること。 

引き続き、経費節減に努め

ること。 

施設の修繕を計画的に行

うため、引き続き市と連絡

を密にすること。 
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施設利用者への安全面の配慮やサービス

向上の取組みが積極的に行われていた。 

引き続き、より多くの市民

に利用される施設になる

よう努めること。 
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（２）近隣市の同種施設との比較 

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

 

市町村名 川越市 越谷市 熊谷市 戸田市 狭山市

人口
（Ｈ29.10.1現在） 352,393人 340,206人 198,966人 138,563人 152,574人

対象施設名 川越西文化会館 越谷市中央市民会館 熊谷市江南総合文化会館 笹目コミュニティセンター 狭山市市民交流センター

開館年 昭和63年 ― ― ― ―

建物面積 3191.34㎡ 12373.79㎡ 4522.40㎡ 2752.71㎡ 5512㎡

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
越谷市施設管理公社

公益財団法人
熊谷市文化振興財団

笹目コミュニティ協議会
スカイテラス市民交流センター
共同事業体

施設設備

ホール、楽屋（第1～第3）、
リハーサル室、会議室（第1
～第3）、研修室、和室（水
屋付）、健康増進室、創作
室、展示ロビー、児童図書
コーナー、ボランティア
ビューロー、相談室

劇場、ホール、楽屋（3部
屋）、会議室(第1～第18会
議室、特別会議室)、茶華
道室、市民ギャラリー、集会
室、工作工芸室、音楽室

ホ－ル、リハ－サル室、楽
屋（A～C）、シャワー室

多目的ホール（軽体育館・
ホール）、セミナールーム
（3部屋）、市民ギャラリー、
キッチンスタジオ、和室（2
部屋）、アトリエ（創作室）、
音楽室、パソコンルーム

コミュニティホール、研修
室、会議室、音楽スタジオ、
遊戯スペース、交流サロ
ン、情報ひろば、印刷室、
喫茶・軽食

※複合施設である市民交
流センターの内、川越西文
化会館に類似する施設機
能（狭山市市民センター）
のみ比較

利用料金

◎午前・午後・夜間の3区
分のほか、平日・土日祝、
居住区域内・区域外の区
分で料金が分かれている。
居住区域外となるのは、川
越市、坂戸市、鶴ヶ島市、
日高市、川島町、毛呂山町
及び越生町の区域内に住
所を有しない者及び当該区
域内に事務所、事業所等を
有しない法人のことで、料
金は区域内の1.5倍となる。

【ホール】
基本使用料：6,000円～
17,300円
有料入場：7,200円～
34,600円
リハーサル室：1,100円～
2,200円
【その他】
会議室：900円～3,900円
研修室：1,300円～2,700円
和室：1,000円～2,000円
健康増進室：1,000円～
2,000円
創作室：800円～1,700円

◎午前・午後・夜間・全日
の4区分で料金が分かれて
いる。劇場のみ、平日、土
日祝日の区分あり。

劇場：7,100円～35,200円
ホール：2,300～9,800円
リハーサル室：700円～
2,600円
会議室（第1～第18）：600
円～3,700円
特別会議室：4,500円～
19,300円
茶華道室：800～5,300円
市民ギャラリー：1,400円～
6,400円
集会室：1,200～5,000円
工作工芸室：1,000円～
4,200円
音楽室：700円～3,600円

◎午前・午後・夜間・全日
の4区分で料金が分かれて
いる。ホールのみ、平日、
土日祝日の区分あり。

ホ－ル：10,000～55,000円
ホール（可動部分）：1,800
円～5,500円
リハ－サル室：800～2,600
円
楽屋：200～1,200円
シャワー室：200円～600円

◎一般・企業、市内・市外
の4区分で料金が分かれて
いる。

多目的ホール：610円～
1,520円
セミナールーム：200円～
500円
市民ギャラリー：1,020円～
2,550円
キッチンスタジオ：300円～
750円
和室：250円～620円
アトリエ：300円～750円
音楽室：300円～750円

◎コミュニティホールについ
ては、午前・午後・夜間・全
日の4区分のほか、居住地
や装置の利用状況によっ
て料金が分かれている。他
は、朝・昼など６区分で分
かれている。

コミュニティホール：8,000円
～48,600円
研修室：600円～900円
会議室：200円～300円
音楽スタジオ：400円～600
円
遊戯スペース：250円～400
円

定員

ホール：352席（車椅子席5
席）
リハーサル室：50人
会議室：36人～72人
研修室：20人
和室：20人
健康増進室：30人
創作室：30人

劇場：332席
ホール：140人
会議室（第1～第18）：20人
～40人
特別会議室：20人
茶華道室：30人
市民ギャラリー：90人
集会室：30人
工作工芸室：25人
音楽室：15人

ホ－ル：812席（固定席403
席、可動席396席、車椅子
席4席、母子席9席）
楽屋：2人～4人

多目的ホール：252人
セミナールーム：12人～48
人
市民ギャラリー：-
キッチンスタジオ：25人
和室：18人～30人
アトリエ：鞘増し　24人
音楽室：48人
パソコンルーム：-

コミュニティホール：240席
（仮設椅子）
※椅子を使用しない場合は
340人
研修室：50人
会議室：15人
音楽スタジオ：10人
遊戯スペース：30人

年間利用状況
（平成28年度） 99,077人 ― ― ― ―

利用時間 午前9時～午後9時30分
午前8時30分～
午後9時30分

午前9時～午後9時30分 午前9時～午後9時30分 午前9時～午後10時

指定管理期間

5年間
（平成28年4月1日～
平成33年3月31日）

5年間
（平成28年4月1日から
平成33年3月31日）

5年間
（平成27年4月1日～
平成32年3月31日）

5年間
（平成26年4月1日～
平成31年3月31日）

5年間
（平成29年4月1日～
平成34年3月31日）

公募/非公募 非公募 公募 非公募 非公募 公募
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① 指定管理期間 

比較対象とした 5 施設全ての指定管理期間が 5 年間となっています。全国的にも

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、

川越西文化会館が採用している 5 年間の期間は妥当といえます。 

 

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。指定管理者の選

定にあたっては、施設の設置目的や特性に応じて公募とするか非公募とするか自治

体が判断することになります。公募を選定した場合、競争原理が働くことによって

コスト削減やサービスの向上が図られることが期待されます。川越西文化会館は、

非公募で指定管理者を選定していますが、今後は公募による選定方式を採用するこ

とが望ましいといえます。 

 

③ 料金 

ホール使用料については、規模や機能等の違いから一概に比較はできませんが、

川越西文化会館の料金は妥当な水準といえます。料金区分のうち、時間区分につい

ては、他の施設は「全日」を含む 4 区分が多い中、川越西文化会館は「全日」がな

く 3 区分となっています。全日使用の場合は、「午前＋午後＋夜間」と、それぞれ

の区分料金を合算することで対応が可能となっていますが、その場合は料金が他の

施設に比べてやや高額となっています。 

 

（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、本施設以外にも市内で公共

施設の運営を複数担っていることから、管理運営に関する豊富なノウハウを有してお

り、各種業務を適切に実施しています。 

特に、指定管理者独自のマニュアルを作成し、組織全体で業務の標準化・資質向上

に努めている点は高く評価できます。これにより、経験の浅い職員でも一通りの業務

遂行が可能な体制となっているほか、施設の利用受付や電話応対などについても好感

が持てるものとなっています。 

また、施設内の各部屋には、誰にでもわかりやすい避難経路図が掲示されているな

ど、利用者の安全について高い意識で取組んでいます。 

一方で、施設の利用方法周知など、一部改善を要する事項も確認されました。また、

点検業務の管理方法など、今後検討することが望ましい事項もあります。 
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（４）特に優れている点 

① 各種業務の実施手順等が明記されたマニュアルが整備されており、業務の標準

化・資質向上が図られています。 

防災・防犯対策はもちろんのこと、施設管理業務や利用者の対応などに関する

マニュアルが整備されています。これにより、経験の浅い職員でも一通りの業務

遂行が可能な体制となっているほか、施設の利用受付や電話応対などについても

好感の持てる高品質なものとなっています。 

 

② 複数の媒体を活用した積極的・効率的な情報発信が行われています。 

情報発信については、SNS や広報など複数の媒体を用いており、情報を届けた

い世代別に媒体を使い分けるなど、効果的・効率的な情報発信が行われています。

また、SNS については、動画配信が行われているほか更新回数も多いなど、積極

的な取組みがみられます。 

 

③ 利用者の安全に関して、積極的に取組んでいます。 

施設内の各部屋には、誰にでもわかりやすい避難経路図が掲示されています。

施設の開館前には避難経路上に障害物がないか必ず確認するなど、利用者の安全

確保に努めています。また、多くの人が集まるイベント開催時には、主催者から、

避難誘導計画書の提出や避難誘導係員の配置を求めるなど、利用者の安全につい

て高い意識で取組んでいます。 
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（５）早急に改善が必要な点 

① 施設の利用案内について、電話や FAXの利用方法を一部利用者だけでなく広く周

知する必要があります。 

本施設では、事務室内の電話及び FAX を有料で使用することができますが、そ

の使用方法や使用料などについて周知されておらず、利用経験のある人など一部

の利用者しか知らないものとなっています。公平性の確保という観点から、事務

室の入口に貼紙をするなど対応する必要があります。 
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3．評価シートに基づく評価結果 

（１）利用者サービスの向上 

＜評価項目 28個＞ 

指定管理者    できている 24個  概ねできている 4個  できていない 0個 

第三者評価機関  できている  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 

 利用者を対象としたアンケートを実施し、施設やサービスに対する意見・苦情・

要望を幅広く収集しています。収集した内容を基に業者へ指導を行うなど、アン

ケートの結果を効果的に活用できており、サービス向上に向けた取組みがみられ

ます。 

② 意見・苦情の受付と対応 

 利用者からの苦情等については、対応手順などについて施設内で定められてい

るほか、市への報告や協議を迅速に行う体制となっています。 

③ 公正かつ公平な施設利用 

 ロビーや窓口に施設の利用案内が備えられています。しかし、事務室にて電話

及び FAX が有料で使用できることについて、周知がされていません。公平性の

観点からも、事務室の入口に貼紙をするなど対応する必要があります。 

④ 利用者の受付体制・受付方法 

 協定書や仕様書に定められているとおりの業務が行われています。職員が備品

や器具に関する知識を深めることにより、利用者に対して適切な説明・指導を行

っています。 

⑤ 自主事業 

 自主事業は、音楽や絵画など、文化芸術振興に関する幅広いイベントが開催さ

れており、施設の設置目的に則した事業内容となっています。２年連続で赤字と

なった中で、平成 29 年度から料金設定を変更し、赤字脱却に向けた対策が講じ

られています。 

⑥ 広報・PR 活動 

 情報発信については、SNS や広報など複数の媒体を用いており、情報を届けた

い世代別に媒体を使い分けるなど、効果的・効率的な情報発信が行われています。

また、SNS については、更新回数も多く、積極的に広報されています。 

 



 

 

19 

 

⑦ 職員の応対・マナー 

 職員は、名札の着用が義務付けられ、名札の色によって、正規職員と臨時職員

が区別できるようになっています。制服はありませんが、職員の身だしなみは適

正で清潔感のあるものとなっています。利用者への対応について、指定管理者独

自のマニュアルを作成して職員間で共有しています。また、受付や電話応対にお

ける言葉遣いや態度は丁寧で、好感が持てるものになっており、非常に高く評価

できます。 

⑧ 職員の情報共有 

 施設概要や事務手順などを記したマニュアルが作成され、職員に配布されてい

ます。職員が一同に会す機会は少ないことから、一斉に情報共有を図ることが難

しい中で、引き継ぎノートや朝礼での伝達などにより、情報を共有する体制が整

えられています。 

⑨ 地域や地域住民との連携 

 市内の小学校の施設見学を受け入れているほか、職員が地域活動に参加したり、

地域行事のために施設や駐車場を開放したりと、地域と協力・連携した取組みが

行われています。 
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（２）施設・設備の維持管理 

＜評価項目 8個＞ 

指定管理者    できている 7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 7個  概ねできている 1個  できていない 0個 

① 建物・設備の保守点検 

 協定書・事業計画書のとおり、定期点検が行われています。再委託している点

検業務についても、委託先の事業者に対して報告書の提出を求めるなど、適切な

維持管理業務ができているといえます。本施設は、築後 30 年近く経過し、経年

劣化を指摘されている箇所もありますが、修繕計画を策定し計画的な修繕等が行

われており、利用者が安全・快適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 

 施設や設備について毎日点検が実施されています。利用者へ貸出す備品につい

ては、貸出管理簿に記録され、月に一度責任者が確認をする体制となっています

が、安全管理・状況確認を徹底するためにも、点検の都度責任者の確認を得る体

制にすることが望ましいといえます。 

③ 清掃業務 

 清掃業務は、専門業者に再委託しており、業者に対して日報・報告書の提出を

義務付けるなど、仕様書等に基づき適切に実施されています。施設内全体を目視

により確認したところ、隅々まで清掃が行き届いており、衛生的な環境が保たれ

ています。また、利用者にはゴミの持ち帰りを促すなど、施設を清潔に保つ取組

みがなされており、高く評価できます。 
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（３）組織運営及び体制 

＜評価項目 14個＞ 

指定管理者    できている 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 12個  概ねできている 2個  できていない 0個 

① 施設の設置目的・基本方針の確立 

 設置目的や基本方針などは、職員に配布しているマニュアルに明記されている

ほか、新規の職員を採用する際に設置目的や基本方針を確認しています。また、

指定管理者は、公共施設の運営を複数担っていることから、管理運営に関するノ

ウハウが豊富であるほか、職員も基本方針等を十分に理解しています。 

② 業務体制と職員配置 

 仕様書に定められているとおり、適正な人員配置となっており、円滑な施設運

営ができるよう十分配慮された組織体制となっています。各職員が複数の業務を

実施でき、どの時間帯においても正規職員が配備されているなど、円滑かつ効率

的な施設運営が可能な体制となっています。 

③ 人材育成 

 職員は定期的に研修へ参加していますが、年度の事業計画書に研修計画の記載

はありません。研修の内容や実施時期といった具体的な計画を毎年作成すること

が望ましいといえます。 

④ 個人情報の保護 

 条例・規程等の遵守が徹底されているほか、指定管理者独自の個人情報保護マ

ニュアルを作成しているなど、個人情報管理が徹底されています。個人情報を管

理するパソコンや USB については、最終退館職員がチェックリストに基づいて

確認を行った後、金庫に保管しています。 
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（４）緊急時の対応 

＜評価項目 13個＞ 

指定管理者   できている 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 

 緊急時におけるマニュアルが整備されているほか、施設内の各部屋には誰にで

もわかりやすい避難経路図が掲示されています。また、緊急時の連絡網が整備さ

れているほか、保守点検業者などの緊急連絡先についても一覧にまとめられてい

ます。 

② 防犯対策 

 施設内の巡回は、仕様書・協定書に基づき、開館時は職員が、閉館後の夜間は

専門業者が行う体制となっており、昼夜とも適切な防犯対策がとられています。 

③ 事故防止対策 

 自主チェック表を用いて施設の安全点検が行われているほか、消火器などの備

品についても、使用期限などが適切に管理されています。施設内で発生した事故

については、記録と市の所管課への報告が適正に行われています。また、その際

には、再発防止策を講じるとともに、他の事故防止に向けた調査も行われていま

す。 

④ 防災対策 

 施設内の各部屋には、誰にでもわかりやすい避難経路図が掲示されており、避

難経路上に障害物がないか開館前に確認するなど、利用者の安全確保に努めてい

ます。また、多くの人が集まるイベント開催時には、主催者から避難誘導計画書

の提出や避難誘導係員の配置を求めるなど、地域等と連携して安全管理を徹底し

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  6個  概ねできている 1個  できていない 0個 

① 指定管理料の執行状況 

 会計処理については、指定管理者独自の会計規定が整備されており、同規定に

沿って適切に処理されているほか、複数人によるチェック体制がとられています。

現金は、公金・自主事業分それぞれ分けて金庫に保管されており、週に 2回銀行

に振込むことで、施設に大金を置かないようにしています。 

② 収支決算状況 

 収入・支出について、計画と実績に大きな乖離はなく、事業計画書に基づいた

適正な運営が行われています。効果的・効率的な業務遂行を目的に、経費削減担

当者を配置し、軽微修繕等は職員が行うなど、経費削減に努めています。 
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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 27 年度と平成 28 年度の施設の収支計画と実績は以下のとおりです。収支計画

と実績に大きな乖離はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：円

平成27年度 平成27年度 平成28年度 平成28年度

計画 実績 計画 実績

73,744,000 73,744,000 74,933,000 74,933,000

73,744,000 73,744,000 74,933,000 74,933,000

0 0 0 0

0 0 0 0

26,063,000 25,549,150 27,501,000 25,854,263

16,565,000 16,048,282 17,380,000 16,315,332

1,346,000 1,408,116 1,463,000 1,422,014

4,503,000 4,397,798 4,608,000 4,590,032

2,760,000 2,832,954 3,138,000 2,664,885

888,000 862,000 912,000 862,000

1,000 0 0 0

32,912,000 29,597,638 32,392,000 28,225,396

0 0 0 0

1,500,000 1,508,455 1,470,000 1,420,273

259,000 232,222 242,000 253,360

30,600,000 27,291,005 30,000,000 25,983,755

0 0 0 0

188,000 209,570 260,000 205,916

69,000 66,960 130,000 116,290

296,000 289,426 290,000 245,802

14,768,000 15,658,746 15,040,000 13,412,910

0 0 0 0

12,000 12,580 12,000 2,380

87,000 57,348 54,000 0

9,000,000 7,553,251 9,200,000 6,585,234

40,000 28,073 24,000 15,000

3,500,000 5,937,300 3,500,000 4,601,092

5,000 4,914 5,000 4,899

7,000 0 5,000 1,663

28,000 28,000 28,000 28,000

2,089,000 2,037,280 2,212,000 2,174,642

1,000 2,831,294 0 7,176,656

73,744,000 73,636,828 74,933,000 74,669,225

0 107,172 0 263,775

科目

収入合計

指定管理料

雑収入

受取利息配当金収入

人件費

作業員賃金

退職金共済掛金

職員給与

職員賞与

臨時職員給与

福利厚生費

事業費

旅費交通費

通信運搬費

業務委託費

手数料

保険料

賃借料

消耗什器備品

食糧費

消耗品費

事務費

職員被服費

印刷製本費

水道光熱費

燃料費

修繕費

医薬材料費

原材料費

負担金

支出合計

差　引

租税公課

返還金

※計画は指定管理者の当初予算 
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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を行い、管理運営状況を適正に評価し、サ

ービス水準の維持向上と効率的な施設運営の実現を促していくことが必要です。 

 

② 人件費について 

正規職員３名（館長１名を含む）と臨時職員６名が勤務しています。 

正規職員１名当たりの人件費（福利厚生費は含まない）は、平成 28 年度の実

績は 5,438 千円となります。これは、厚生労働省の平成 28 年賃金構造基本統計

調査による同業種（その他サービス業）の民間の平均賃金である 3,061 千円と比

べて多額となっています。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、現状を踏まえると、

引き続き効率的な施設運営に努めていく必要があるといえます。 

 

③ 光熱水費について 

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

年度は計画に対して 250 万円ほど下回るなど、経費削減に係る経営努力が数字と

して表れています。 

 

④ 業務委託費について 

 施設内の清掃や夜間警備など、多くの業務を外部業者に委託していますが、業

者の選定に入札を導入するなど費用抑制の対策をとり、場内の日常清掃などを職

員が行うことで委託費の削減に努めています。 

 

⑤ 修繕費について 

 建設から 30 年近く経過していることから、施設の老朽化が進んでいます。そ

のため、修繕費が増加傾向にあり、当初計画よりも多額となっています。本施設

では、指定管理者が策定した修繕計画に沿って計画的な修繕等が行われています

が、大規模な修繕や機器交換等が集中することを避けるためにも、日常的な点検

や市との情報共有などは今後ますます重要になります。 

 

 



 

 

26 

 

5．資料編 

 【第三者評価に使用した評価シート】 

 

     平成29年度

 　一般財団法人 長野経済研究所

平成２９年８月

指定管理者第三者モニタリング

評価シ－ト

     施設名　　　　　：　　川越西文化会館

     指定管理者　　：　　公益財団法人 川越市施設管理公社
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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は、市へ報告を行うとともに、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。
・職員等は、利用者の応対に失礼がないよう接遇マニュア
ル「おもてなしマニュアル」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。
・口頭による意見については、「意見要望記録簿」等に記
載することによりニーズを把握し、改善要望については迅
速に対応しています。
・ブログ、ツイッター、フェイスブック等を有効に活用し、利
用者が望む情報を発信しています。

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

・築後30年近く経つ施設のため、建物・設備等老朽化が
進んでいますが、日常の巡回点検により異常箇所の早期
発見を心掛け、安全に配慮しています。また、不都合が
あった場合、迅速に修繕対応をしています。施設の性質上
突発的な不具合は職員が残り、保守点検業者と連携して
早急に修繕対応しています。
・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。
・清掃業務委託により常に良好な環境を保ち美観が一層
向上するように努めています。
・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。
・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・設備を維持管理しています。
・特別清掃、保守点検等施設の都合による業務は休館日
に実施しています。

Ⅲ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

・館長を含め職員３名・臨時職員６名でシフトを組み、効率
的な人員配置を行っています。
・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行っています。

①日常的に点検が実施されているほか、修繕計画により計画的な
工事がされており、施設や設備の外観等に目立った損傷はありま
せん。また、市への連絡体制も整えられています。

②備品については、台帳を作成し、市と指定管理者の所有物を
区別した適切な管理がされています。

③清掃業務は、専門業者に委託しており、業者に対して日報・報
告書の提出を義務付けるなど、厳格に管理しています。また、利
用者にはごみの持ち帰りを促すなど、施設を清潔に保つ取組みが
なされており、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、施設やサービスに対
する意見・苦情・要望を幅広く収集しています。収集した内容を基
に業者へ指導を行うなど、アンケートの結果を効果的に活用でき
ており、サービス向上に向けた取組みがみられます。

②自主事業は２年連続の赤字となっている中で、平成29年度から
料金設定を変更し、赤字脱却に取組んでいます。

③広報については、SNSや市広報など複数の情報発信手段を用
いており、利用対象者によっての情報発信方法を変えるなどの工
夫がみられます。また、SNSについては、更新回数も多く、積極的
に広報されています。

④各種マニュアルを活用し、正規職員・臨時職員問わずサービス
向上に向けた取組みが行われています。また、職員が一同に会
す機会が無い中でも、引き継ぎノートや朝礼などにより職員間の
情報共有が図られています。

①施設の設置目的に合致した管理運営上の基本方針が策定さ
れています。また、指定管理者は、公共施設の運営を複数担って
いることから、管理・運営に関するノウハウが豊富であるほか、職員
も基本方針等を十分理解しています。

②事業計画書に定められたとおりの人員配置となっています。職
員は、定期的に研修に参加していますが、年度の事業計画書に
おいては研修に関する計画の記載がないため、今後は研修の内
容や実施時期等について計画を作成することが望ましいといえま
す。

③個人情報の取扱いについて、マニュアルが作成されているほ
か、夜間はパソコンやUSBを金庫で保管するなど厳格に管理され
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（委託業者含む）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」に基づき館内を巡回し、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」を川越地区消防局より交付されてい
ます。

Ⅴ
．
効
果
的

、
効
率
的
な
施
設
管
理

・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。
・市の担当部署等との連絡調整や市民ニーズの把握な
ど、情報の共有を図るとともに、市が主催・共催する事業の
設営協力やチケット販売協力、舞台運営など効率的かつ
適切な運営を行っています。
・利用者の意見や要望の把握、入札方法や契約方法の
見直し、自主財源の確保、継続的な節電などに取組み、
効率よく利用者サービスの向上とコスト削減に取組んでい
ます。

Ⅵ
．
そ
の
他

・これまで蓄積された経験やノウハウを生かし、常に安全で
清潔、公正、公平なサービスを提供できる施設にしていま
す。
・市と西文化会館は、よりよいパートナーとして協力して運
営を行っており、管理運営の委託業者との協力体制も構
築して利用者に満足していただける会館運営を行っていま
す。

第三者評価機関　評価
①誰にでもわかりやすい避難経路図が各部屋に掲示されている
ほか、緊急時の連絡体制が整備されています。

②施設の鍵については、正規職員のみ所持しており、鍵の使用
回数を必要最低限にとどめています。施設内の巡回は、開館時
は職員が定期的に行い、閉館後の夜間は専門業者が行うことで、
昼夜とも適切な防犯対策がとられています。

③防災面に関して、指定管理者独自の自主チェック表を用いて
安全管理を徹底しています。

④消防計画に基づいて、自衛消防訓練が年に２回実施されてい
ます。また、多くの人が集まるイベント開催時には、主催者から避
難誘導計画書の提出や避難誘導係員の配置を求めるなど、安全
管理を徹底している点は高く評価できます。

①会計処理については、指定管理者独自の会計規定が整備さ
れており、同規定に沿って適切に処理されているほか、複数人に
よるチェック体制がとられています。

②収入と支出に大きな乖離はなく、事業計画に基づいた適正な
施設運営が行われています。また、軽微な修繕は職員が行うな
ど、経費削減に努めています。ただし、一部報告資料が、基本協
定書に定められた期限を超過して提出されており、スケジュール
管理の徹底が求められます。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・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。
・西文化会館事務室前他館内２カ所に「利用者の声」の投函箱を
設置したり、会館利用後、利用状況書の提出により意見要望を
受け止めています。
また、利用者アンケートを実施し、集計を行っています。アンケー
ト結果を公表すると共に施設管理運営の改善策とし、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。
・口頭による意見については、「意見要望記録簿」等に記載する
ことによりニーズを把握し、迅速に対応できる意見・要望は迅速
に対応しています。

①年に１回アンケートを実施したり、施設内に「利用者の声」の投
函箱を設置したりと、利用者等のニーズや満足度の把握に努め
ています。

②アンケート結果については、館内２か所の掲示板で公表してい
ます。

③アンケートや利用者の意見には、可能な範囲で適切な対策が
講じられています。また、指定管理者の職員だけでなく、清掃な
ど委託事業者とも情報を共有し、必要に応じて指導を行うなど対
応しています。

　　　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

③アンケートで抽出された課題について対応策を講じているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

②利用者アンケートの結果を分析し課題を抽出、公表しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

Ⅰ．利用者サービスの向上

（１）利用者アンケート等の実施

　　　概ねできている

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　概ねできている

　　　非該当
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・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。
・西文化会館事務室前他館内２カ所に「利用者の声」の投函箱を
設置したり、会館利用後に提出いただく利用状況書により意見要
望を受け止めています。
また、実施している利用者アンケートの結果を公表するとともに、
施設管理運営の改善策とし、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。
・口頭による意見については、「意見要望記録簿」等に記載する
ことによりニーズを把握し、迅速に対応できる意見・要望は速や
かに対応しています。

①年に１回アンケートを実施したり、施設内に「利用者の声」の投
函箱を設置したりと、利用者等のニーズや満足度の把握に努め
ています。

②利用者からの苦情等については、対応手順などについて施設
内で定められているほか、市への報告や協議を迅速に行う体制
となっています。

③アンケート等書面で受け付けた意見・苦情はもちろんのこと、
口頭によるものについても、内容と対応結果が適切に記録されて
います。

④アンケート結果だけでなく、受け付けた意見や苦情への対応状
況についても、施設内に掲示するなどして公表することが望まし
いといえます。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

④苦情等への対応策を講じているか。また、対応策等を利用者へ公表しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②苦情解決の体制・仕組み（受付方法、対応手順、責任者等）が明確に定められているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（２）意見・苦情の受付と対応

①利用者が苦情や意見を述べやすいような工夫をしているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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・初日受付は、利用月を含む１２か月前の１日（休館日の場合は
翌日）午前９時から１０時の間に申込書を提出してもらい、１０時３
０分より競合等の発表及び抽選を行い利用日の決定を行ってい
ます。抽選にもれた団体には他の日時を選定していただき、再度
競合する場合は２回目の抽選を行っています。
・通常受付は、利用月を含む１２か月前の２日（休館日の場合は
翌日）から利用日の７日前まで受け付けします。受付の際は、施
設の空き状況等を確認し、利用者の要望に沿うようにしていま
す。

①ロビーや窓口に施設の利用案内が備えられています。しかし、
事務室にて電話及びFAXが有料で使用できることについて、周知
がされていません。公平性の観点からも、事務室の入口に貼紙
をするなど対応する必要があります。

②施設の設置目的に則した事業運営ができているといえます。

③事業内容に偏りはみられず、利用者が限られるようなことはあ
りません。開催されるイベントについても、子ども向けの体験事業
から大人向けのコンサートなど、幅広い世代の利用を促す内容と
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事業内容に偏りがあり、利用者が限られることはないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②公平な事業運営に努め、一部の市民に利用制限や優遇が行われていないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（３）公正かつ公平な施設利用

①受付・窓口等に施設案内(施設概要、施設の利用案内等)を備えているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・利用者の立場にたったサービスを心掛け、安全性の確認、法律
の対応のアドバイスを適切に行っています。
・職員が備品、器具に対しての知識を深め、利用に慣れていない
方に対して適切な助言を行っています。
・定期報告については、協定書に基づき行っています。また、四
半期ごとに利用状況をまとめたものを報告しています。
・平成２７年１０月以降、初めて利用、又は１年間以上利用がな
い申請者に対して、従前より行っていた「申請についての利用条
件」に同意の上、署名捺印を徹底するとともに、条例抜粋、会議
室内への立ち入り等を新たに盛り込み、公共施設の利用条件の
遵守に努めました。

①協定書や仕様書に定められているとおりの業務が行われてい
ます。

②職員が備品や器具に関する知識を深めることにより、利用者に
対して適切な説明・指導を行っています。

③施設の利用者数など適切に記録し、定期的に報告されていま
す。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③利用状況を記録し、定期的に報告を行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②利用者が施設や備品を使用する際には、使用方法等の指導を適切に行っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

（４）利用者の受付体制・受付方法

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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　　　できていない

①利用者が少ない時期にイベントを開催するなど、事業計画書の
とおり自主事業を実施しています。

②音楽や絵画など、文化芸術振興に関する幅広いイベントが開
催されており、施設の設置目的に則した事業内容となっていま
す。

③自主事業は、２年連続で赤字となった中で、平成29年度から
料金設定を変更し、赤字脱却に向けた対策が講じられています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等

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

評価の理由・特記事項等

・貸室を有効活用する事業、地域住民のためのシーズンコンサー
ト、地域の文化団体の方によるロビーコンサートを開催する等、地
域性を考慮した事業を展開しました。
・市からの受託事業「子どもの文化芸術体験事業」として、市内
小学校でのアウトリーチ事業を実施しました。

　　　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

　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②施設の設置目的に則した事業内容となっているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（５）自主事業

①事業計画書等のとおり、自主事業を実施しているか。

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

・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７台、インフォ
メーションボード３台を常設し情報を提供しています。
・ブログ、ツイッター、フェイスブック等を有効に活用し、施設の最
新情報やチケット販売状況を発信しています。
・財団の事業をまとめた「イベントガイド」を作成し、近隣施設や市
内小学校等へ配布しました。
・公社や市などの事業開催時には、チラシの折り込みを行いまし
た。

①情報発信については、SNSや広報など複数の媒体を用いてお
り、情報を届けたい世代別に媒体を使い分けるなど、効果的・効
率的な情報発信が行われています。また、SNSについては、更
新回数も多く、積極的に広報されています。

②施設内はもちろんのこと、市内の他施設でも当施設の利用案
内を配置するなど、施設の利用促進に向けて積極的に取組んで
います。

③掲示物は、掲示板やスタンドを活用するなど利用者が見やす
いように配慮されています。また、掲示期間の過ぎた掲示物がな
いか毎日チェックされています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③施設内の掲示物は誰にでもわかりやすいように配慮がされているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

（６）広報・ＰＲ活動

①広報誌・ホームページ等を作成し、積極的に広報・ＰＲ活動を行っているか。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・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。
・初めて利用される方、利用を検討されている方に対して適切な
アドバイスを行うなど、効果的な情報を発信することにより施設の
利用促進を図っています。

①職員は、名札の着用が義務付けられ、利用者が判別できるよ
うになっています。また、名札の色によって、正規職員と臨時職
員が区別できるようになっています。

②制服はありませんが、職員の身だしなみは適正で清潔感のあ
るものとなっています。

③利用者への対応について、指定管理者独自のマニュアルを作
成して職員間で共有しています。また、受付や電話応対における
言葉遣いや態度は丁寧で、好感が持てるものになっており、非常
に高く評価できます。

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

③電話応対や対応の際の言葉遣いや態度が丁寧であるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②職員の身だしなみは適切であるか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

（７）職員の応対・マナー

①利用者が職員だと判別できるよう、名札や制服を着用しているか。
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・「西文化会館マニュアル」に基づき事務を行っています。
・休館日（火曜日）以外運営している施設であり、職員は交替勤
務で全員そろうことはまれなため、情報共有を図るメモや引継ぎ
のノートを作成したり、ホワイトボードに記載して職員との引継ぎを
したりしています。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。
・開館日は毎朝、職員（委託職員も含む）による朝礼を行い、その
日の予定等情報共有を図っています。

①施設概要や事務手順などを記したマニュアルが作成され、職
員に配布されています。

②職員が一同に会す機会は少ないことから、一斉に情報共有を
図ることが難しい中で、引き継ぎノートや朝礼での伝達などによ
り、情報を共有する体制が整えられています。

③重要な情報や、職員が参加した研修の内容については、資料
などを回覧することで、全職員が共有できる体制が整えられてい
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職員に必要な情報は掲示物や回覧等により共有化が図られているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　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

（８）職員の情報共有

①標準的な業務実施の手順や注意点等についてマニュアルが作成されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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アピールしたい点・特記事項等

評価機関　記述

評価の理由・特記事項等

・地域活動の協力として、地元小学校による校外学習（生活科地
区探検）の児童の施設見学の受入れを行いました。
・地元育成会による「夏休みラジオ体操」の会場（駐車場の一部）
として協力しました。
・市からクールシェアスポットに指定され、地域の住民の憩いの
場となっています。
・埼玉県公立文化施設協議会に加盟し、公文協主催の研修への
受講や情報交換等を行っています。また、ウェスタ川越との情報
交換等も行ってます。
・近隣住民からの意見や要望を真摯に受けとめ、柔軟な対応を心
掛けながら、近隣住民に配慮した施設の管理運営に努めまし
た。

①市内の小学校の施設見学を受け入れるなど、地域活動の協
力・連携が図られています。

②職員が地域活動に参加したり、地域行事のために施設や駐車
場を開放したりと、地域と協力した取組みが行われています。

③市内の類似施設と利用者アンケートの内容を共有するなど、施
設をより良くするための連携が図られています。

　　　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

指定管理者　記述

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③他の同種施設等と連携し、情報交換等を実施しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

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

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　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

（９）地域や地域住民との連携

①地域の団体や住民と情報交換・連携を行っているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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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

・定期的な設備の点検は専門業者に委託し、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。
・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。
・四半期に１回、施設修繕一覧を市へ報告しており、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。
・施設、設備等の日常保守点検を励行し、不良箇所の早期発見
に努め、リスク管理を徹底しています。

①協定書・事業計画書のとおり、定期点検が行われています。
再委託している点検業務についても、委託先の事業者に対して
報告書の提出を求めるなど、適切な維持管理業務ができている
といえます。

②築後30年近く経過し、経年劣化を指摘されている箇所もありま
すが、修繕計画を策定し計画的な修繕等が行われており、利用
者が安全・快適に利用できる状態が保たれています。

③日常的な点検結果について、毎日記録が残されています。ま
た、市の所管課に対して定期的に修繕状況等を報告しているほ
か、修繕の必要性が生じた際には報告・協議が迅速に行われて
います。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③施設・設備に不備があった場合の記録が残され、適切に修繕等の対応がされているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②施設・設備の外観に損傷等がなく、利用者が安全に利用できる状態が保たれているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている

Ⅱ．施設・設備の維持管理

（１）建物・設備の保守点検

①協定書・事業計画書等に基づいた維持管理・点検が行われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・指定管理者の所有する備品と、市が所有する備品にシールを
貼付して区別しており、適切に管理しています。
・施設、設備等の日常保守点検を励行し、不良箇所の早期発見
に努め、リスク管理を徹底しています。

①市と指定管理者それぞれが所有物を区別して台帳に記録して
います。

②市が所有する備品はシールを貼付して区別しており、備品台
帳に記録されたとおり適切に管理されています。

③施設や設備について毎日点検が実施されています。利用者へ
貸出す備品については、貸出管理簿に記録され、月に一度責任
者が確認をする体制となっていますが、安全管理・状況確認を徹
底するためにも、点検の都度責任者の確認を得る体制にすること
が望ましいといえます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③備品の安全性について点検を実施し、結果が記録されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②備品台帳に記録された備品は揃っているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

（２）備品管理と安全点検

①市が引き渡した備品は、指定管理者が所有する備品と区別して台帳が整備されているか。
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・川越西文化会館清掃業務委託として外部委託しており、日常
清掃、定期清掃（年１２回）、特別清掃（ガラスサッシ清掃年２
回、絨毯清掃を年１回）を行っています。日常清掃では利用前、
利用後に清掃を実施し、利用者に不快感を与えないようにしてい
ます。確認方法として、日常清掃に関しては提出された日報、定
期清掃及び特別清掃に関しては、立ち合い及び提出された報告
書で確認を行っています。
・利用者には、原則ごみ等の持ち帰りをお願いしています。
・事務室内ではゴミの分別を行っています。

評価の理由・特記事項等

指定管理者　記述 評価機関　記述

①清掃業務は、専門業者に委託しており、業者に対して日報・報
告書の提出を義務付けるなど、仕様書等に基づき適切に実施さ
れています。

②施設内全体を目視により確認したところ、隅々まで清掃が行き
届いており、衛生的な環境が保たれています。また、利用者には
ゴミの持ち帰りを促すなど、施設を清潔に保つ取組みがなされて
おり、高く評価できます。

アピールしたい点・特記事項等

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②施設内に目立ったゴミ等がなく、衛生的な状況が保たれているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

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

・川越西文化会館指定管理業務仕様書に基づき適切に施設の
管理運営を行っています。

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。

②設置目的や基本方針などは、職員に配布しているマニュアル
に明記されているほか、新規の職員を採用する際に設置目的や
基本方針を確認しています。また、指定管理者は、公共施設の
運営を複数担っていることから、管理運営に関するノウハウが豊
富であるほか、職員も基本方針等を十分に理解しています。

③自主事業等を通して施設の設置目的や基本方針を利用者に
周知するよう努めていますが、利用者への手引きや施設ホーム
ページに記述するなどして、より広く周知する改善が必要と考え
ます。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

③施設の利用者に対し、設置目的や基本方針が周知されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

②職員は設置目的や基本方針を理解しているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

Ⅲ．組織運営及び体制

（１）施設の設置目的・基本方針の確立

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック
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指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・館長を含め職員３名・臨時職員６名でシフトを組み、効率的な人
員配置を行っています。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。
・受付職員の体制については、責任能力が求められる施設長、
又はそれに準じる職員を中心に臨時職員も含めて対応し、利用
者に不便をかけないような体制を整えています。
・防火管理者を職員から１名定めています。
・専門職員及び有資格者専門職員については、一部の業務が再
委託となりますが、正規職員が監督及び指導を行っています。

①仕様書に定められているとおり、適正な人員配置となってお
り、円滑な施設運営ができるよう十分配慮された組織体制となっ
ています。

②仕様書に定められたとおりの営業日数・営業時間が確保され
ています。

③各職員が複数の業務を実施でき、どの時間帯においても正規
職員が配備されているなど、円滑かつ効率的な施設運営が可能
な体制となっています。

④臨時職員も含めて、年次有給休暇の取得が促されています。
休暇の取得率が低い職員には、個別に声掛けを行うといった配
慮がされています。

　　　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

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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・施設を管理運営する上で、必要な研修に計画的に参加していま
す。
・川越市や他団体などを参考に、職員の実務経験、年齢、役職な
どに応じた研修に計画的に参加しています。
・全国公立文化施設協会、埼玉県公立文化施設協議会主催の
研修に出席しました。
・自衛消防訓練の際、消防局・消防設備業者立ち会いのもと火
災報知器などの館内消防設備の操作方法を学び、危機管理の
意識を高めました。

①職員は定期的に研修へ参加していますが、年度の事業計画
書に研修計画の記載はありません。研修の内容や実施時期と
いった具体的な計画を毎年作成することが望ましいと考えます。

②職員の勤務実績や役職、年齢等に応じて研修を案内するな
ど、職員が研修に参加しやすい環境が整えられています。

③朝礼など、職員が意見等を発言できる場が設けられています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③職員から業務改善やサービス向上の提案が活発に行われているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②職員が研修に参加しやすい環境を整えているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（３）人材育成

①職員の研修計画が作成され、計画どおり研修が行われているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている
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（４）個人情報の保護

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

②個人情報を収集する際には使用目的が明示され、目的以外に使用されていないか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

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

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

・協定書の第２２条に基づき「川越市個人情報保護条例」の尊守
及び「公益財団法人川越市施設管理公社個人情報取扱規定」の
尊守に努めています。
・職員に対し個人情報保護条例の内容を周知し,市へ「施設の管
理に関する協定書の第22条第2項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館者が
チェック方式にてUSBの本数を確認しています。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条例・規程等の遵守が徹底されているほか、指定管理者独自
の個人情報保護マニュアルを作成しているなど、個人情報管理
が徹底されています。

②施設申込書は、個人情報の記載が必要となりますが、利用目
的が明記されているほか、外部への持ち出しを一切禁じるなど、
適正に管理されています。

③職員に対して条例・規程等の遵守を徹底しているほか、個人
情報保護マニュアルを配布するなどして、職員の理解を深めるよ
う取組んでいます。

④個人情報を管理するパソコンやUSBについては、最終退館職
員がチェックリストに基づいて確認を行った後、金庫に保管してい
ます。
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・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。

①緊急時におけるマニュアルが整備されているほか、施設内の
各部屋には誰にでもわかりやすい避難経路図が掲示されていま
す。

②緊急時のマニュアルが周知されているほか、職員は普通救命
講習を受講し、AEDの使用を含む救命技能を習得しています。

③緊急時の連絡網が整備されているほか、保守点検業者などの
緊急連絡先についても一覧にまとめられています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③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



 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員が定期的に館内を巡回点検をし、事故や防犯対策を行って
います。
・夜間についても定期的に館内外を巡回点検をし、事故や防犯対
策を行っています。
・平成２７年１０月以降、初めて利用、又は１年間以上利用がな
い申請者に対して、従前より行っていた「申請についての利用条
件」に同意の上、署名捺印を徹底するとともに、条例抜粋、会議
室内への立ち入り等を新たに盛り込み、公共施設の利用条件の
遵守に努めました。

①施設内の巡回は、仕様書・協定書に基づき、開館時は職員
が、閉館後の夜間は専門業者が行う体制となっており、昼夜とも
適切な防犯対策がとられています。

②施設の鍵については、正規職員のみ所持しており、金庫につ
いては幾重ものセキュリティがかけられています。また、鍵の使
用回数を必要最低限にとどめています。

③開館時は職員が定期的に施設内や駐車場を巡回し、閉館時
は委託事業者による巡回・点検が行われています。

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・特記事項等

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③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
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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

・事故についての報告は書面にて市並びに公社事務局に報告し
ています。対応が必要な事柄については、迅速に改善対応して
います。
・発生した事故を的確に把握して、迅速な対応をとっています。ま
た、内容によって速やかに市並びに公社事務局に報告し、対応
策を協議しています。
・近隣類似施設と日頃から情報交換を密にし、対応事例などの情
報を収集し、収集した情報は打合せなどにより管理運営業務に
従事するスタッフ全員が共有し、トラブルの発生を未然に防止し
ています。
・平成２７年１０月以降、初めて利用、又は１年間以上利用がな
い申請者に対して、従前より行っていた「申請についての利用条
件」に同意の上、署名捺印を徹底するとともに、条例抜粋、会議
室内への立ち入り等を新たに盛り込み、公共施設の利用条件の
遵守に努めました。

①指定管理者独自の自主チェック表を用いて安全管理を徹底し
ています。

②自主チェック表を用いて施設の安全点検が行われているほ
か、消火器などの備品についても、使用期限を確認するなど適切
に管理されています。

③施設内で発生した事故については、記録と市の所管課への報
告が適正に行われています。また、施設の敷地内で事故が発生
した際には、再発防止策を講じるとともに、他の事故防止に向け
た調査も行われています。

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

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

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

・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、日頃から緊急時の対応ができるよう訓練を行っていま
す。
・「（公財）川越市施設管理公社災害対策要綱」に基づき、災害発
生時の職員動員体制や緊急連絡網の整備、施設内に避難誘導
経路図等の掲示をし、不測の事態に備えています。
・ホール、会議室利用者を中心として、コンサート・発表会・講演
会など様々なイベントを開催される際に火災・地震、非常事態が
発生した場合に多くの方々に被害が及ぶことを未然に防止し、来
場者の安全確保に努めていただくため、避難誘導計画書をご提
出いただき、イベント主催者に避難誘導係員を配置していただく
などご対応、ご協力をお願いしております。

①消防計画のほかに指定管理者独自のチェック表を用いて毎日
点検が行われています。

②消防計画に基づいて、自衛消防訓練が年に２回実施されてい
ます。訓練には、新規の職員を優先的に参加させるようシフトを
調整するなど、全職員が緊急時の対応ができるよう取組んでい
ます。

③施設内の各部屋には、誰にでもわかりやすい避難経路図が掲
示されています。また、避難経路上に障害物がないか開館前に
確認するなど、利用者の安全確保に努めています。

④避難訓練は、地元消防局の指導のもと実施されています。ま
た、多くの人が集まるイベント開催時には、主催者から、避難誘
導計画書の提出や避難誘導係員の配置を求めるなど、地域等と
連携して安全管理を徹底しています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

④地域や関連機関との連携体制が整備されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

③避難経路が確保されており、利用者はいつでも安全に屋外等へ避難ができるか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

②避難訓練や防災訓練が実施されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

（４）防災対策

①防災に関するマニュアル等が整備されているか。

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

・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、公
社事務局とで二重によるチェックをしています。
・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会計処理については、指定管理者独自の会計規定が整備さ
れており、同規定に沿って適切に処理されているほか、複数人に
よるチェック体制がとられています。

②当施設に経理担当者は配置されていませんが、指定管理者
の本部に担当係を置き会計処理を行っています。

③経理帳簿・伝票等は指定管理者の本部で管理されています。
伝票の処理については、本部の専任担当者が適正に作成・保管
をしています。

④現金は、公金・自主事業分それぞれ分けて金庫に保管されて
おり、週に2回銀行に振込むことで、施設に大金を置かないように
しています。

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

指定管理者　記述 評価機関　記述

④現金や印鑑・通帳は適切に管理されているか。

指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　概ねできている 　　　概ねできている

　　　できていない 　　　できていない

　　　非該当 　　　非該当

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

②経理を担当する職員が配置されているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　できている 　　　できている

　　　できていない 　　　できていない

　　　できていない 　　　できていない

①適正な会計処理が行われているか。
指定管理者　チェック 評価機関　チェック

　　　非該当 　　　非該当

　　　できている 　　　できている

Ⅴ．効果的、効率的な施設管理

（１）指定管理料の執行状況
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アピールしたい点・特記事項等 評価の理由・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。
・効率的で経済的な維持管理を推進するために、経費削減担当
者を配置し、減らす、再使用、再利用の徹底を行いました。
・事務用品や舞台消耗品などの在庫管理の徹底を図り経費削減
に努めました。

①収入・支出について、計画と実績に大きな乖離はなく、事業計
画書に基づいた適正な運営が行われています。

②事業報告書及び収支報告書は、適正に作成されています。し
かし、一部報告資料が、基本協定書に定められた期間を超過し
て提出されており、スケジュール管理の徹底が求められます。

③効果的・効率的な業務遂行を目的に、経費削減担当者を配置
し、軽微修繕等は職員が行うなど、経費削減に努めています。

　　　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

指定管理者　記述 評価機関　記述

　　　非該当 　　　非該当

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

　　　できている 　　　できている

　　　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

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

（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。
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＜Ｉ～Ⅴの評価項目で評価し切れなかった特筆すべき事項＞ ＜特筆すべき取組み・サービス＞

・利用者への対応について、指定管理者独自のマニュアルを作成
して職員間で共有しています。また、受付や電話応対における言
葉遣いや態度は丁寧で、好感が持てるものとなっています。

・情報発信については、SNSや広報など複数の媒体を用いてお
り、情報を届けたい世代別に媒体を使い分けるなど、効果的・効
率的な情報発信が行われています。また、SNSについては、動画
配信が行われているほか更新回数も多いなど、積極的な取組み
がみられます。

・施設内の各部屋には、誰にでもわかりやすい避難経路図が掲示
されています。避難経路上に障害物がないか開館前に確認する
など、利用者の安全確保に努めています。また、多くの人が集まる
イベント開催時には、主催者から、避難誘導計画書の提出や避
難誘導係員の配置を求めるなど、利用者の安全について高い意
識で取組んでいます。

＜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

・市内外の類似施設の動向や市の施策を理解し、文化施設管理
の調査・研究をしていきます。

・事務室の電話及びFAXが有料で使用できますが、その旨の周
知がなされていません。公平性の観点から、事務室の入口に貼紙
をするなど対応する必要があります。

＜評価機関からの提案＞

・備品の貸出管理簿や防災自主点検表などについて、点検自体
は適正に毎日実施されていますが、責任者の確認は月に一度と
なっています。状況確認や安全管理を徹底するためにも、点検の
都度、責任者の確認を得る体制にすることを検討してください。

・市と西文化会館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、利用者に満足していただけるよう管理運営に努めていま
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。
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