
■枚方市総合福祉センター 指定管理者運営評価表（令和３年度実績） 

公の施設の名称等 

名 称 枚方市総合福祉センター 

業務内容 

総合マネジメント業務 

施設の管理業務（①建築設備等保守管理業務、②設備運転監視業務、③保

安警備業務、④衛生管理業務、⑤清掃業務） 

施設の運営業務（①管理サービス業務、②貸室管理運営業務、③送迎バス

及び福祉バス運行の管理業務、④老人福祉センター事業実施業務、⑤老人

作業所事業実施業務、⑥その他必要な管理運営業務） 

所在地 枚方市津田東町 2丁目 26番 1号 

設置目的 高齢者の健康及び福祉の増進に寄与するため 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 株式会社ビケンテクノ 健康福祉部 健康寿命推進室 

長寿・介護保険課 

令和 2年 4月 1日から令和 7年 3月 31日 

（2020年 4月 1日から 2025年 3月 31日） 所在地 大阪府吹田市南金田２丁目 12 番１号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望 

施設の設置目的
等を踏まえた現
状認識及び今後
の方向性が明確
に提案されてい
るか。 

・高齢者が健康で社会と関わり続けることは、

地域力の向上に繋がると考えております。 

・また、時代が加速的に変化していく中で、社

会と関わり続けるということは、その加速に

合わせて自身も学び続ける必要があります。 

・生涯学習社会の実現へ向けた取り組みで、高

齢者の社会参加および地域力の向上を目指し

たいと考えております。 

・高齢者が社会と関わり喜びを感じて
頂けるように、各団体活動に対し適
正な貸室の運営を行い健康維持や、
趣味を通じた知識の向上の促進を図
ると同時に、多岐に渡る講座の開催
を行いました。 

・高齢者特有の問題でもある特殊詐欺
被害への対策や、金銭に係る問題解
決の講座の開催も行いました。 

・社会への参加の一環として、例年通
り自主発表会を開催し日頃の学びや
経験の成果を存分に発表頂く場の提
供が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

3 

・新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、施設の利用中止や定
員数の制限、講座等の延期も
あったが、おおむね事業計画に
則り適切に管理されているもの
と評価する。 

・新たな講座の開催も積極的に行
われていた。 

・文化祭については、コロナ禍で
も開催しようと「文化自主発表
会」と名称変更した上で各団体
と協力し、成果発表の場を提供
している。 

 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

②施設の運営に関する事項  

施設の利用の向
上に関する計画
が具体的に提案
されているか。 

・施設の利用の向上のために、「施設体験会」
「世代間交流」「老人福祉センター旧売店ス 
ペースの活用」「平等利用の確保」を計画・提 
案しております。 

・世代間交流の実践として、子育て世
代を対象とした講座を開催し、小さ
いお子様同伴で参加して頂く事が出
来ました。 

・売店スペースの活用としてコロナ禍
ではありましたが感染拡大防止に充
分留意しながら、障がい者事業所と
連携し「パン販売」を行う事が出来
ました。22 回の開催実績となりま
した。 

 

3 

・世代間の交流を目的として子育
て世代を対象とした新たな講座
の開催を行った。 

・利用者からの声も多かった軽食
の販売について、旧売店スペー
スを活用し、定期的に「パン販
売」を利用者に提供できたこと
は評価できる。 

 

3 

関係法令及び本
市条例・規則を
遵守し、施設の
設置目的に沿っ
た運営計画が提
案 さ れ て い る
か。 

・指定管理施設の管理に関する法令や業務に従

事する者の労働に関する権利を保障するため

の法令を遵守し、管理スタッフに対して教育

し、その徹底を図ります。 

・枚方市総合福祉センター条例及び施
行規則の遵守 

・個人情報保護方針の周知徹底 

・情報管理 取扱ルールについて 

 個人情報保護の体制の構築等、管理
スタッフ向け教育を実施しました。 

 
3 

・設置目的に沿い、高齢者、一般
市民の各種活動の場を提供する
など、創意工夫のなされた運営
ができている。 

・貸室管理運営業務のうち、有料
の貸室利用については、毎月初
日に抽選会を行うなど、公平で
分かりやすい運営を行ってい
る。 

・個人情報保護や管理について
も、スタッフへの周知、教育が
実施されていた。 

3 

利用者に対する
接遇対応向上に
ついて具体的に
提案されている
か。 

・職員に対して、研修等の機会を確保し、知識

や技能の向上に努めます。 

・接遇・マナー、クレーム・トラブル対応等の

実技教育・ロールプレイング研修を実施し

て、職員の各種対応能力の向上を図ります。 

・利用者に対しては、常に笑顔で接
し、話しやすい雰囲気を作り出すこ
とにより、少しの変化も逃がさず聞
き取る事を大切に行い、運営してお
ります。 

・接遇・マナー研修、コンプライアン
ス関連法規研修、クレーム・トラブル
研修等の研修を全員に実施しました。 

 

3 

・トラブル等の対応については統
括責任者が適切に対応してお
り、職員に対しての研修も実施
している。 

3 

利用者が安全に
利用できるよう
施設内で発生す
るトラブルへの
対応方法等につ
いて提案されて

・現場での苦情・トラブルについては、発生後

は枚方市と連携を取りながら速やかに処置いた

します。 

・利用者同士のトラブルについては、公平・公

正な立場で対処します。 

・スタッフによる定期的な巡回を日々
実施し設備の故障や、不具合を早期
に発見し、事故等の未然防止に努め
ました。 

・枚方市に対し月 1 回の月次報告にて
当月の苦情やトラブルについて報告

4 

・日頃から定期巡回を行い、発見
された不具合等については速や
かな対応により、利用者の安全
や日常運営の確保に努めてい
る。 

・特に、発生したトラブル等につ

4 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

いるか。 ・発生したトラブルについては、施設スタッフ 

間で共有し、再発防止に努めます。 

し、センターでの対応の是非の確認
を行っています。 

・速やかな対応が必要な時は都度報告
を行い、判断を仰いでいます。 

・発生したトラブルについては、日々
行っている朝礼での情報共有や、書
面での回覧を行ったりしています。 

 

いては、適宜、市へ報告を行っ
ており、また、トラブルを未然
に防ぐための工夫も日々行って
いるため、適切な対応ができて
いると評価できる。 

利 用 者 等 の 安
全・秩序維持の
ための適切な対
応方法について
提案されている
か。 

・平等利用を確保することで、利用者の秩序維

持に努めます。 
・支援が必要な利用者に対する利用援助を行い 
ます。また、バリアフリーチェックリストを
活用して施設内をチェック・評価し、改善し
ます。 

・平等利用の確保についても適正に実
施しております。 

・バリアフリーチェックは指定管理の
スタート時にチェックリストを用い
て実施済み、問題は御座いません。 

・今後は、経年劣化等を考慮し利用者
の意見を参考に、随時バリアフリー
チェックを行い、危険個所には必要
な安全措置を講じ、日常的に危険防
止措置を講じていきます。 

 

3 

・平等利用の確保について、利用
者の秩序維持に努めている。 

・バリアフリーチェックリストを
用いて、日常的に施設内の
チェックを行い、必要に応じて
改善を行っている。 3 

セルフモニタリ
ング及び利用者
等に対するアン
ケートの実施に
ついて提案され
ているか。 

・利用者へのアンケートを定期的に実施すると
ともに、未来館者への動機付けのためのアン
ケートについてもインターネット等を利用し
て実施いたします。 

・センターの利用者を対象に、貸室、
送迎バス、開催事業や要望事項等に答
えて頂く事により、利用者ニーズの把
握に努め、より良い施設の運営を実現
するために実施致しました。 

 実施期間…2022 年 2 月 1 日 

～2 月 27 日迄 

 回答数…326 件 

 

3 

・利用者のニーズを把握するため
に、アンケートを実施し、施設
運営への反映や、アンケート回
答者へのフィードバックなども
適切に行われている。 3 

施設の設置目的
に合致した高齢
者対象の自主事
業について、こ
れまで提供され
てきたサービス
と同等の物が体
案 さ れ て い る
か。 

・自主事業については、定期開催事業の継続開 
催・利用率の低い部屋の活用・弊社のおすす
め事業を計画しております。 

・コロナ禍の中でも適正に実施してお
ります。 

・自主事業 
 ★定期講座（令和 2 年度繰越分も含
む）  …155回 受講者数 1,911 名 

 ★グラウンドゴルフ 
…75回 利用者数 1,859名 

★文化自主発表会 
…展示の部 延べ参加者数 1,534 名     

  発表の部   〃     467 名 
  体験の部     〃       145 名 

3 

・新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、延期した事業や、昨
年度からの繰り越し講座も含め
て、引き続き感染対策を講じな
がら、多数の自主事業が開催さ
れた。 

・文化祭についても、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止策を行っ
た上で開催され、施設の利用促
進に努めている。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

  ロビーコンサート 〃  258 名 
 ★特別講座 
  スマホ体験教室 

…9回 受講者数 68名 
・おすすめ事業として 

金銭トラブル講座  
…3回 受講者数 36名 

キャシュレス講座  
…3回 受講者数 28名 

  子育て世代のマネー講座 
       …1 回 受講者数 11 名 
の参加がそれぞれありました。 
 

【施設の管理等に関する事項】  

関係法令及び本
市条例・規則を
遵守し、施設の
設置目的に沿っ
た管理計画が提
案 さ れ て い る
か。 
 

・枚方市総合福祉センター条例および施行規則
を始めとした枚方市条例・規則を順守し、組
織体制については系統図の通りとし、適切な
管理計画を立案・運営を行います。 

・常に最新の組織・機能図を改訂し管
理計画通り運営しております。 

 計画の進捗管理として年間管理表を
作成し、抜け漏れ無きよう展開して
おります。 

  

3 

・計画に基づいて、適正に管理運
営に努めている。 

 

3 

建築設備全般に
係る点検・保守
を 適切に実施 
し、機能保全・
利用者への安
全、快適な環境 
が提案されてい
る 
 

・施設の「維持管理計画」を、日常点検・定期 
点検・日常清掃・定期清掃という区分で定
め、実施回数を定めております。 

 
 
 
 

・施設の維持管理計画を作成し、それ
ぞれの区分で定めた計画（実施月、
回数）にて実施した結果を月次レベ
ルで枚方市に報告しています。 

3 

・適正に実施され、定期点検やそ
の他の報告書も適切に提出され
ている。 

3 

基本仕様書の規
定に従い、総括
責任者や資格を
必要とする各業
務に有資格者を
配置するなど適
正な人員配置が
提案されている

 
・施設スタッフは、総括責任者１名、総合マネ

ジメント業務３名、管理・運営・警備スタッ

フ４名、健康相談・指導スタッフ２名、老人

作業所事業実施スタッフ２名を雇用します。 
・設備運転管理スタッフ、清掃・衛生管理ス
タッフ、老人作業所の管理・運営・警備ス
タッフについては、再委託とします。 

・施設スタッフは、総括責任者１名、

総合マネジメント業務３名、管理・

運営・警備スタッフ４名、健康相

談・指導スタッフ２名、老人作業所

事業実施スタッフ２名を雇用し適正

に配置しております。 

・設備運転管理スタッフ、清掃・衛生

3 

・事業計画に沿った人員配置がな
れており、適切に運営されてい
るものと評価する。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

か。 管理スタッフ、老人作業所の管理・
運営・警備スタッフについては、再
委託しております。 

 

施設内で生じた
廃棄物の適切な
一 時 保 管 、 搬
出・処理の提案
が さ れ て い る
か。 

・資源の有効活用やリサイクルの推進による廃

棄物の排出抑制を行います。 
・施設内の廃棄物は、分別・廃棄場所の整理整 
頓・回収後の掃除等を実施し、視覚的にも清
潔感を保つことで廃棄物の抑制に訴えます。 

・廃棄物の搬出は毎日定められた廃棄
置き場に搬出し、施設内の美化に努
めております。 

・周辺道路を含め敷地全域を対象と
し、パトロール清掃等により常に美
観を維持する様に努めております。 

・廃棄物は処理許可業者に委託し適切
に処理しております。 

 

3 

・施設及び敷地内で発生した廃棄
物について、適正に処理されて
いる。 

3 

備品管理にあた
り、管理簿の整
備及び責任所在
について提案さ
れているか。 

 
・備品は、業務引継時に備品台帳による在庫の

再確認を行います。 

・指定管理者で購入したものは、別途台帳を作

成するなどして、枚方市備品との区別を行い

ます。 
・鍵についても鍵管理台帳作成し、業務引継時
に枚方市と双方で確認いたします。 

・枚方市と共に備品台帳による在庫の
確認を行いました。 

 結果、差異はありませんでした。 

・指定管理者にて購入した備品のリス
トを作成し、枚方市と共有させて頂
いております。 

・鍵管理台帳を作成し現在適正に管理
しており、業務引継ぎ時、市と双方
で確認いたします。 

 

3 

・設備・器具・備品等について、
適切に点検・管理を行っている 

3 

環境に配慮した
管理運営を目指
し 、 ご み の 削
減 、 省 エ ネ ル
ギー等具体的に
提案されている
か。 

・弊社は ISO14001および ISO50001の認証を取 
得しており、環境負荷の低減・省エネルギー
化に取り組んでいます。本施設では、「電
気・ガス・水道等のエネルギー使用量の節
減」「資源の有効活用やリサイクルの推進に
よる廃棄物の排出抑制」「廃棄物の適正処理
とグリーン購入の推進」「環境保全啓発の実
施」を実践してまいります。 

・エネルギー使用量の節減では、コロ
ナ禍にて換気の為、窓を開けていた
影響で暖房や冷房に費やす使用量が
増加傾向となってしまいました。 

・本年度は利用中止期間だったため、
環境保全啓発の実践としてのライト
ダウンのアナウンスが出来ませんで
した。 

・リサイクルの推進ではセンターでは
グリーン購入として手洗い用石鹼
液、トイレットペーパー、コピー用
紙等を利用しております。 

 

 

3 

・新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、換気を行いながらの
施設運営となり、エネルギー使
用量は削減とはならなかった
が、できる範囲でエネルギー削
減に努めている。 

・積極的にグリーン購入を行って
いる。 

3 

公正採用への対
応として、大阪

・弊社は大阪府にて、公正採用選考人権啓発推
進員を選任しており、吹田企業人権協議会に

・公正採用選考人権啓発推進員を選任
しております。 

3 
・適切に運用されているものと評
価する。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

府公正採用選考
人権啓発推進員
設置要綱、又は
大阪労働局公正
採用選考人権啓
発推進員設置要
綱 に 基 づ き 、
「公正採用選考
人 権 啓 発 推 進
員」を設置して
いるか 
 
 
 

も入会しております。 ・吹田企業人権協議会にも入会してお
ります。 

・労働基準法等の関係法令を遵守し、
適正な雇用及び労働管理を行いまし
た。 

障害者法定雇用
率が達成されて
いるか（申請段
階で未達成の場
合は、本施設に
おける雇用をは
じめ雇用率が達
成できるよう提
案されている
か）。 
 

・弊社の障害者雇用率は 2.3％と法定雇用率を達 
成しており、「大阪府障害者サポートカンパ
ニー優良企業」として登録されています。 

・現時点での弊社全体の障がい者雇用   
 率は 2.3％で、法定雇用率を達成し
ております。 

3 

・障害者の法定雇用率については
達成できている。 

3 

業務に従事する
ものが、人権に
ついて正しい認
識を持って業務
を遂行できるよ
う、人権研修に
ついて、提案さ
れているか。 
 

・業務従事者に対しての人権研修として、年１ 

回「人権研修」「個人情報保護（Ｐマーク）

情報管理研修」「コンプライアンス・関連法

規研修」を配置前及び配置後は年 1 回実施い

たします。 

・人権研修の受講状況は 

「人権研修」…受講率 67％ 

「個人情報保護（Ｐマーク）情報管理

研修」…受講率 67％ 

「コンプライアンス・関連法規研修」

…受講率 100％ 

の結果となっております。 

なお、未受講者には早急に対応致し

ます。 

 

2 

・研修は実施したものの、「人権

研修」及び「個人情報保護（Ｐ

マーク）情報管理研修」につい

て、すべての業務従事者に行う

ことができていなかった。 

 
2 

男女雇用機会均
等法に基づくセ

・セクシュアル・ハラスメント防止対策として、「セク

シャル・ハラスメント防止規程および実施要領」を

・弊社では「セクシャル・ハラスメン
ト防止規程および実施要領」に基づ 3 

・「セクシャル・ハラスメント防
止規程および実施要領」を定 3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

クシャル・ハラ
スメント防止対
策について提案
されているか。 

規定しております。また、類似施設の「トラブル

対応Ｑ＆Ａ」やポスター等を活用すること

で、スタッフの問題意識を高めてまいりま

す。 

き適正に取り組んでおり、引き続き
周知徹底を図ります。 

・弊社では令和３年度においても相談
及び、苦情処理委員会の開催の実績
はございません。 

 

め、周知啓発に努めていること
は評価できる。 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 
 

枚方市情報公開
条例の目的等を
踏まえ、管理運
営事業で保有す
る情報の公開に
関する対応が明
確に示されてい
るか。 
 

・「枚方市情報公開条例及び施行規則」等に基

づき、指定管理施設の管理業務内で所有した情

報の公開については、枚方市と相談のうえ、枚

方市および開示請求者へ報告いたします。 

・法令あるいは条例によって、不開示とされた

場合は不開示情報として、個人情報に関する

ものや公開することで法人や個人の競争上の

地位、財産権、その他正当な利益を害する恐

れがある情報等に関しては、非公開として対

応します。 

 

・業務を通じて取得し得た個人情報は

一覧リストにて作成し利用者、保管

場所、保管期間、廃棄方法を決めて

おります。 

 情報の種類を超機密、機密 3、重要

2、一般 1 に価値評価区分をつけ管

理しております。 

 モニタリング時、枚方市に報告して

おります。 

3 

・枚方市情報公開条例及び施行規

則等に基づき、公文書の適切な

作成及び保存を行っている。 

3 

枚方市個人情報
保護条例の目的
等を踏まえ、個
人情報の保護に
関する必要な措
置について明確
に示されている
か。 

・弊社はプライバシーマークを取得しており、

「個人情報取り扱いマニュアル」をもとに個

人情報保護に関する教育を実施します。ま

た、個人情報保護体制を本施設内にも構築

し、個人情報保護方針を周知徹底いたしま

す。 

・弊社はプライバシーマークの認証を
取得し、厳正な個人情報の保護体制
を構築しております。 

また、全従業員に対しても個人情報
取り扱いマニュアルを配布し、周知
徹底しております。 

・総合福祉センターにおいても、個人
情報取り扱いマニュアルをもとに研
修を実施しており、 

「個人情報保護に関する教育」 

受講率…100％ 

個人情報保護方針の周知徹底 

受講率…100％ 

と展開出来ております。 

 

 

3 

・適正に実施できている。 
従業員に対してもマニュアルを
配布し、個人情報の取り扱いに
ついて周知及び研修を行ってい
る。 

3 

【緊急時における対策に関する事項】  



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

緊急時・防犯・
防災対策の危機
管理マニュアル
作成等が提案さ
れているか。 

・弊社では、「災害対策マニュアル」と「地震

対策マニュアル」を整備しております。 

・緊急時に、一次対応が現地スタッフで出来る

ように、「緊急時マニュアル」を整備します。 
・防犯については、施設内でのスタッフによる
お声掛け等で、不審者が侵入しづらい雰囲気
の醸成に努めてまいります。また、警備計画
に基づき「防犯マニュアル」を作成します。 

・防犯については、防犯マニュアル、
災害時には、災害対策マニュアルを
基に職員に緊急時の対応や安全の確
保について周知徹底しました。 

・危機管理マニュアルの作成と配備 
 内容は以下の通り 
① 傷病者等発生 

・重篤な傷病者の発生 
・多数の傷病者の発生 

② 自然災害 
・火災  ・台風 
・地震 

③ その他の緊急事態等 
・不審者・不審物・不審電話 
・重大なライフライン障害事態 

・消防訓練を年 2回実施し、発生時の
対処方法について周知徹底を図って
います。 

 今年度は、一般の利用者様にもご協
力頂き参加して頂きました。 

・災害への対応及び感染症への対策に
ついては「基本協定書」及び「同災
害対応等に関する覚書」に基づき、
適正に実施しております。 

3 

・各種マニュアルを定め、周知す

るなど適正に実施できている。 

・消防訓練については、一般の利

用者も含めて実施したことは評

価できる。 

・災害への対応及び感染症への対

策についても、適正に実施され

ていた。 

3 

緊急事態発生時
又は発生が予測
される場合にお
ける常時連絡可
能な体制・方策
が提案されてい
るか。 

・弊社本社には警備本部を設置しており、２４

時間３６５日連絡受付できる体制があり、速や

かに総括責任者に連絡が可能です。 

・枚方市から、緊急時・災害時に福祉避難所の

開設が指示された場合には、避難所等の開

設・運営などに協力いたします。 

 

・休日・夜間など閉館時に警備会社か
ら緊急連絡を受けた場合、弊社本社
には、24 時間 365 日連絡受付できる
体制があり、速やかに管理スタッフ
に連絡が取れるよう、緊急事態対処
組織、緊急事態報告連絡系統図をそ
れぞれ作成し役割分担を明確にして
おります。 

・枚方市、交野警察署、枚方警察署、
枚方東消防署、枚方消防本部等と連
携を取りながら緊急時に備えるよう
にしております。 

・今年度は市より福祉避難所構築に伴
う指示が有り、避難所開設・運営の
連携活動が出来ました。 

3 

・緊急時マニュアルをもとに、適
正に実施できている。 

・緊急事態に備えて、組織、系統
図が作成され、役割分担も明確
にされている。 

・各種関係団体との連携がとられ
ている。 

3 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

構成員間（本支
社間含む）、市
との間における
リスク分担に対
する考え方が明
確に示され、か
つ考え方に対応
した分担内容と
なっているか。 

・枚方市総合福祉センター管理運営業務基本仕

様書の 13 頁にある市と指定管理者のリスク負

担区分一覧に従います。また、責任分担が不

明確な案件については枚方市と協議いたしま

す。 

・市と指定管理者のリスク負担区分一
覧に基づいて対応責任の所在を明確
にしております。 

 特に、今年度は苦情対応含む全般に
於いては、苦情発生の大小を問わず
報告と相談を行いました。 

 また、安全性の確保に於いては、新
型コロナウイルス感染防止の為、マ
スクの着用の徹底、玄関はもとより
各部屋の入口、トイレ内への消毒液
設置による対策を実施致しました。 

 

3 

・仕様書に基づいたリスク分担を
行い、適正に実施できている。 

・新型コロナウイルス感染症対策
についても迅速な対応が行われ
ている。 

3 

【その他】  

利用者サービス
を維持・向上さ
せる具体的な取
り組みについて
提案されている
か。 

・利用者サービスを維持・向上させるために、

「意見の取り入れ」「接遇マナーの品質向上」

「ユニバーサルデザインを取り入れた印刷物や 

掲示物等」「無料 Wi-Fi 設置」への取組みを

提案いたします。 

・なによりも受付スタッフによる明る
くて、キメの細かい対応を励行する
事で、利用者の皆様が様々な意見を
言える環境作りを目指しています。 

又、利用者の生の声を聴くツールと
して意見箱の設置、遠くからでも判
りやすい手洗いの掲示物、ロビーに
設置した WI-FI の利用などサービ
ス向上に取り組んでいます。 

 

3 

・意見箱を設置して利用者の声を

常時把握し、市と協議の上、必

要な改善を行うことで、施設利

用の促進を図っている。 

・無料の Wi-Fi の設置、施設の設

備や、掲示物にユニバーサルデ

ザインを取り入れることで、利

用者の利便性の向上に取り組ん

でいる。 

 

3 

施設の利用促進
に繋がる広報活
動等について具
体的な実施計画
が提案されてい
るか。 

・施設の利用促進に繋がる広報活動等について 
具体的な実施計画として、「ホームページ」
「ＳＮＳ」「紙媒体」「サークル紹介」「利
用者層を広げる企画」を提案しております。 

・施設の広報活動では、 

 ホームページを利用した講座・ロ
ビーコンサート、売店コーナーのパ
ン販売等の各紹介、SNS による四
季の風景や館内の展示物の紹介、窓
口でのサークル紹介の実施、紙媒体
でのお知らせや館内の改善事例を紹
介させて頂いております。 

 

3 

・施設独自のホームページを作成
しているほか、紙媒体ではセン
ターだよりを作成し掲示するな
ど、事業周知を図っている。 

・ホームページや、SNS、窓口で
の様々な広報活動を行ってい
る。 

3 

  一次評価（指定管理者
による評価） 

平均点 3.0 
二次評価（市に

よる評価） 
平均点 3.0 

 



一次評価者（指定管理者）所見 

・年間を通じ、新型コロナウイルス感染拡大の防止を最優先として、ある程度制約された活動ではありました
が、日常業務をはじめ自主事業や施設の維持管理等についてほぼ計画通り指定管理業務を進めることが出来
ました。クレーム対応についてもサービス改善のチャンスと受け止め真摯に取り組みました。なお、一部の
職員に対して未実施となっている職員研修を６月中に実施し、新年度分についても前期中に実施する予定で
進めてまいります。 

・今後についても市と協力しながら、利用者の皆様が安心して施設を利用できるように感染拡大防止対策を実
施しつつ、「利用者の増加」、「サービスの向上」、「適切な施設の維持管理」に引き続き取り組んでまい
ります。 

  

 

総合評価 

二次評価者（施設
所管部署）所見 

・事業計画に基づき、職員対応や施設・整備管理を含めて、概ね適切な運営が行われた。また、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、施設の利用についても中止や様々な制限がある中での施設運営となったが、令和２年度に中止となった自主事
業の繰越分の開催や旧売店スペースを活用した「パン販売」の実施など、積極的な運営に取り組んでいた。 

・スタッフによる定期的な巡回が実施され、設備の故障や、不具合の早期発見、利用者への声掛けなどにより、事故等の未然
防止に取り組んでおり、トラブルなどにも市と連携しながら対処されていた。 

・「人権研修」、「個人情報保護（Ｐマーク）情報管理研修」について、全ての業務従事者に研修を行えていなかったため、

受講漏れが起きないように計画管理の上、市としても適宜、進捗状況の確認を行っていく。 

事業計画に則

した適切な管

理運営を行っ

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１．利用状況

開館日 308 日 308 日 308 日 282 日 308 日

施設利用者数 142,227 人 130,694 人 117,532 人 46,552 人 75,160 人

施設稼働・利用率 54.2 ％ 49.5 ％ 45.3 ％ 25.4 ％ 36.8 ％

事業開催回数 144 回 155 回 141 回 73 回 189 回

事業参加者数 3,236 人 3,605 人 3,047 人 1,294 人 2,900 人

大広間 156      件 151 件 129 件 75       件 120      件

第１和室 290      件 245 件 213 件 62       件 155      件

第２和室 105      件 96 件 99 件 68       件 132      件

第３和室 106      件 81 件 54 件 25       件 27       件

第１会議室 203      件 202 件 199 件 116      件 189      件

第２会議室 326      件 389 件 344 件 180      件 271      件

第３会議室 354      件 415 件 385 件 246      件 335      件

第４会議室 358      件 341 件 321 件 125      件 261      件

第５会議室 363      件 291 件 306 件 138      件 237      件

調理室 99       件 94 件 86 件 45       件 61       件

講座室 216      件 230 件 200 件 176      件 197      件

茶室 57       件 56 件 54 件 9        件 29       件

体育室（フリー） 212      件 218 件 206 件 109      件 130      件

体育室（卓　球） 3,317    件 3,180 件 2,866 件 1,387    件 2,247    件

対局室 2,490    件 1,582 件 1,320 件 619      件 943      件

ビリヤード室 711      件 679 件 750 件 377      件 517      件

バンパー場 191      件 157 件 141 件 13       件 44       件

グラウンド 249      件 249 件 245 件 142      件 218      件

ロビー（ﾗｼﾞｵ体操） 304      件 303 件 280 件 81       件 253      件

浴室 616      件 616 件 566 件 322      件 516      件

足湯 616      件 616 件 566 件 322      件 516      件

機能回復訓練室 1,232    件 1,232 件 1,132 件 648      件 1,032    件

老人作業所 565 件 520 件 397 件 352 件 467 件

(注）新型コロナウイルス感染拡大防止の為、4/27～6/21は施設利用を中止した。
　　利用率は開館日数から計算。
　　事業開催回数、事業参加者数には令和2年度開催講座の繰越実施分の数を含める。
　　緊急事態宣言に伴う施設利用について8/2～9/30の期間、概ね定員の1/2以内で利用。

令和２年度

老人作業所

老人福祉センター

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

2．収支状況
歳入

項目

指定管理料

参加費収入

利用料収入

その他
（水道光熱費負担金収入）

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

歳出

項目

人件費

委託費

諸謝金

光熱水費

  内訳  　　   電気 

ガス

水道

燃料費

消耗器具備品費

保険料

福利厚生費

職員被服費

研修研究費

事務消耗品費

印刷製本費

車輌費

修繕費

通信運搬費

会議費

広告費

手数料

保険料

賃借料

租税公課

保守料

雑支出

支払利息支出

固定資産取得支出

小計  b

合計  a-b

－－ － 158,000 －

00 0 0 0

8,825,999 7,587,771 6,712,856 0 594,624

68,687,02361,067,559 62,429,492 63,961,123 68,798,167

単位：円

05,136 6,604 5,275 0

05,200 6,400 5,000 0

0107,352 107,352 109,006 0

－99,560 102,570 104,600 －

377,124162,714 268,971 283,273 388,124

00 0 0 0

35,24017,360 15,490 21,298 22,153

480,094269,722 260,041 287,992 568,946

016,500 13,500 12,000 0

327,893113,610 91,494 83,277 310,146

1,226,310334,112 492,761 653,299 1,200,893

363,09556,840 66,779 46,027 1,191,670

265,760148,920 84,548 0 156,970

－156,657 0 45,700 －

00 24,300 0 0

134,252104,460 99,300 106,680 105,942

－146,474 168,196 170,516 －

1,391,7001,304,775 1,536,159 1,313,638 851,070

317,9381,379,636 1,222,885 1,075,857 647,581

139,037146,650 152,203 146,448 99,392

1,441,7201,319,238 1,297,991 1,221,274 710,868

7,436,9347,321,799 7,011,539 6,430,655 6,044,574

5,856,1775,855,911 5,561,345 5,062,933 5,234,314

18,651,29914,894,400 15,029,076 15,092,367 19,148,324

1,112,806716,800 686,000 741,000 521,561

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

36,566,57833,705,532 35,135,527 37,215,663 37,640,213

4,282,700 4,146,750 3,681,800 2,607,650

単位：円

69,281,64769,893,558 70,017,263 70,673,979 68,798,167

単位：円

3,288,750

31,85060,760 58,730 46,290 29,180

38,04419,448 38,983 43,989 36,087

69,028,75369,597,000 69,597,000 70,242,000 68,548,000

183,000216,350 322,550 341,700 184,900

単位：円

令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度


