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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名  市民生活課    

施設の名称 静岡市清水市民活動センター 指定管理者名 ＮＰＯサポート・しみず 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

維持管理業務のうち、警備業務、清掃業務等について第三者委託により実施し、各業務とも事業

計画に従って適切に行われている。また、日常清掃等では、利用者が気持よく使えるよう、スタッ

フ全員が清掃を丁寧に行うなど適切に行われている。 

 ヘルメットや防災ラジオ等の防災グッズも新たに整備し、危機管理体制も強化されている。 

 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の延べ利用者数は 13,621 人（前年度 11,406 人）、延べ利用団体 3,637 団体（前年度

2,997 団体）、利用登録団体 203 団体（前年度 188 団体）、市民活動に関する相談件数は 161 件（前

年度 124 件）と増加しており、良好な運営がなされていることが伺える。 

ニーズを捉えた講座を行ったことで、普段市民活動センター（以下、「センター」）を利用しない

団体の来館も増えたほか、既にセンターを利用している団体からの紹介での利用も増えている。 

 

（３）事業実施状況 

静岡市市民活動センター条例第３条に規定する、市民活動に関する情報の収集及び提供、市民活

動に関する相談、市民活動を行うもの及び関係機関、団体等との連携及び交流の促進、市民活動の

ための施設の提供、事務ブース利用団体のマネジメント、活動等の支援に関する業務を実施した。

各事業とも事業計画に従って適切に行われている。 

市民活動に関する講座等の実施においても、事業計画のとおり、市民活動団体を対象に行ったニ

ーズ調査の結果を反映して実施されており、回数・参加者とも増加し、良好に開催されている。 

主な事業の参加者数は以下のとおり 

ア 啓発講座（市民活動団体との共催講座） 13 回開催 延べ 363 人参加 

イ 人材・団体育成講座 10 回開催 延べ 189 人参加 

ウ 交流事業 ４回開催 延べ 92人参加 

エ 周年事業メイン事業「市民活動 FESTA2011」 160 人参加 

   実行委員会 13 団体(前年 15 団体) ブース出展団体 19(前年 13)  

   パネル出展 60(前年 40) 

オ 展示会などの共催事業 1,041 人参加 ※年間事業も含む 

 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者が参加する利用団体連絡会議を年２回開催し、意見・要望を求めている。また、昨年度要

望として出されていた、無線ＬＡＮの整備や印刷機でのＵＳＢ使用等について対応しており、良好

な対応がなされている。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

清水・番町市民活動センター及び市民生活課で把握する市民活動団体約 800 団体に対し、ニーズ

調査等を行い、主催事業に反映を行っている。 

 

（２）利用者満足度調査 

施設利用登録団体に対して、年１回の満足度調査を実施している。その結果、受付対応や運営へ

の評価において 78％が「よい」評価をしている。また、「悪い」評価は０％であり、ほとんどの利

用者にとって不満のない、適切な施設運営がなされていることがわかる。 

また主催事業については、参加者の満足度調査を事業実施ごとに実施している。今年度は、講座

では９回、交流事業「まちの達人に聞くシリーズ｣では３回の調査を実施した。講座は 70％が「良

かった」、ほぼ 100％が「とても有益」「有益」と高い評価を得ている。交流事業は 95％が「良い」

と評価している。 

 

（３）その他の調査 

市民活動センター利用登録団体を対象に利用団体連絡会議を年 2 回開催している。この会議は団

体同士の交流の場でもあり、また、市民活動センターへの要望を聞く場でもある。 

会議内で、市民活動団体の得意なことや困っていることを明らかにするワークショップを行うこ

とで、団体のニーズを引き出し、その後の事業に反映している。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

センタースタッフが主催講座の講師を務めるほか、機器の管理についても会員の協力を得て無償

で行うなど、指定管理者制度のメリットを活かした柔軟な対応がなされており、良好な状況である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 事業の実施、施設の管理運営全般に関して、仕様書及び事業計画に沿って良好な運営ができてい

る。 

指定管理期間の１年目からスタッフのレベルアップを重視することで中間支援機能が強化されて

おり、また、それを運営に反映することができている。 

市民活動団体のニーズや全国的な動きを的確に捉えた講座運営をした結果、従来からセンターを

使用している団体以外の参加団体も多く、その後の利用に繋がっている。相談件数も増加しており、

ＮＰＯ法に基づく手続や活動への助言に留まらず、専門性の高いパソコンスキルや経理等に関する

相談対応も、適切に行われている。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  市民生活課    

施設の名称 

静岡市番町市民活動センター 

指定管理者名 

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 各業務とも、事業計画に従って適切に履行されている。併設の特別支援教育センターとも連携し、

施設の管理業務を円滑に行うことができている。 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の延べ利用者数は 41,819 人（前年度 35,605 人）、利用登録団体 443 団体（前年度 368

団体）と増加しており、良好な運営がなされていることが伺える。市民活動に関する相談は、対応の

記録を正確に残していなかったたこともあり、件数は 120 件（前年度 249 件）と半減しており、適正

な記録が求められる。 

（３）事業実施状況 

静岡市市民活動センター条例第３条に規定する、市民活動に関する情報の収集及び提供、市民活動

に関する相談、市民活動を行うもの及び関係機関、団体等との連携及び交流の促進、市民活動のため

の施設の提供、事務ブース利用団体のマネジメント、活動等の支援に関する業務を実施した。各事業

とも事業計画に従って適切に行われている。 

市民活動に関する講座等の実施においても、事業計画のとおり実施されており、良好に開催されて

いる。 

主な事業の参加者数は以下のとおり 

ア 啓発講座（ランチトーク） 11 回開催 延べ 187 人参加 

イ 人材・団体育成講座 ７回開催 延べ 164 人参加 

ウ ２周年記念行事（開館２周年） 運営者・参加者含め 800 人参加 

エ ２周年協働イベント 116 人参加 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者が参加する利用団体連絡会議を年２回開催し、意見・要望を求めている。また、託児室につ

いて、床が冷たいとの意見に対してマットを入れる等良好な対応がなされているほか、対応できない

要望についても、適切な説明をしている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

清水・番町市民活動センター及び市民生活課で把握する市民活動団体約 800 団体に対し、ニーズ調

査等を行い、主催事業に反映を行っている。 

（２）利用者満足度調査 

センター利用者に対して、年１回の満足度調査を行った結果、センター職員の対応について、

約 99％が「満足」または「普通」評価をしている。利用者にとって満足のいく適切な応対がされてい

ることがわかる。 

調査項目の多くを自由記載にしたことで、様々な意見を集めることができ、要望等については個々
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に回答をすることで、利用者に理解を得ていただくことができている。 

（３）その他の調査 

市民活動センター利用登録団体を対象に利用団体連絡会議を年２回開催している。この会議は団体

同士の交流の場でもあり、また、市民活動センターへの要望を聞く場でもある。駐車場の混雑につい

ては以前から意見として出されていたため、利用状況調査を行って改善策を示すことで、混雑の軽減

へと繋がっている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、予算と比べて多少の差異はあるものの、事業費の低

減に努め、組織の強化を図ることで、総額では概ね予算どおりに執行されている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 事業の実施、施設の管理運営全般に関して、仕様書及び事業計画に沿って概ね良好な運営ができて

いる。 

センター開所から２年が経ち、利用者数は順調に伸びている。情報紙の発行やホームページの管理

についても、センター職員の持つ専門性を生かし、市民活動に馴染みがない方にも親しみやすいよう

な工夫され、市民活動の裾野の広げることについては一定の成果が得られている。 

センター長不在により管理体制が不十分な時期もあり、副センター長を置くことで統括責任者とし

ての責任を補っているが、市民活動団体の人材・団体育成をより重視した運営や、組織管理体制の強

化が求められる。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  男女共同参画課   

施設の名称  静岡市女性会館 指定管理者名  

特定非営利活動法人男女共同参画フォーラムしずおか 

１ 履行状況 

Ⅰ 講座開設業務 

  講座開設業務については、8分野において 29本の講座を実施し、協定書に定めた数値目標「募

集定員を上回る講座が全講座の 80％以上」、「講座受講生の満足度（3点満点）平均 2.5 点以上」

をいずれも上回っていた。 

昨年度に比べ応募人数は減ったが、これは課題解決型事業に取り組むため、対象者をより絞り

込んだ内容の講座を開設したためである。一方、講座受講者の満足度は上昇していた。講座内容

が参加者のニーズにあっていたためと思われる。また、多くの新規来館者（講座受講者中の新規

来館者 483 人）を獲得できたのは、魅力ある講座をきっかけに今まで女性会館を利用しなかった

層を取り込めたものと評価できる。 

Ⅱ 団体活動支援業務 

  協働講座の選考・実施にあたり、昨年度同様、説明会開催時に講座企画パワーアップセミナー

を開催したこと、また、説明会開催を平日の午前・午後、土曜日としたことがより多くの団体の

参加をうながしたと思われる。 

協働講座実施時や「ペンギンひろば」（女性会館協力団体のおこなうイベント）開催時には、

事前打ち合わせの実施や企画案、タイムスケジュールの事前提出により団体の男女共同参画意識

の向上、エンパワーメント支援に取り組んでいた。 

その他団体からの相談にも随時対応し、団体との連帯を深め、団体の活動継続を支援している。 

Ⅲ 情報、資料の収集及び提供業務 

  情報誌及び事業報告書の発行については、当初の計画どおりに行われた。パネル展示では、「女

性に対する暴力防止キャンペーン」にあわせベビーキルトを展示した。これは、女性に対する暴

力の根絶を願いボランティア参加者（約 300 人）が作成したものであり、キルト作成を通じ参加

者の意識改革がなされたとともに、終了後に参加者による自主グループが作られるなど、今後の

事業展開のヒントにつながるものであった。 

  ホームページのリニューアルから 1年半が経過し、セッション数（ユーザーの訪問回数）が前

年度の約 1.5 倍、ページビュー数（ページが開かれた回数）が前年度の約 1.2 倍と、ともに良好

な業務状態である。 

Ⅳ 施設ボランティアの育成指導、研修実施業務 

   施設ボランティアの日誌に丁寧に回答する等、その活動を支援するとともに、日頃よりボラン

ティア団体と利用者、指定管理者の情報共有に努めていた。研修については、公開講座である「災

害と女性」に参加する形で実施されていた。ボランティアの定例会に毎月参加し、育成指導に努

めている姿勢も認められ、良好な状況である。 

Ⅴ 図書コーナーの運営業務 

  図書コーナーだよりの発行については、毎月、計画どおりに履行されていた。図書貸出業務で

は、貸出冊数及び利用者数ともに前年実績を上回り、協定書の数値目標である「図書コーナーの

貸出点数が前年度比 100 冊増」についても 489 冊増と目標を大きくクリアしている。講座開催時
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に関連図書コーナーを設置し、講座会場に貸出カードの申込書を用意するなどの取り組みが利用

増につながったと考えられる。 

Ⅵ 利用者懇談会等の実施業務 

  利用者懇談会（トークサロン）は、毎回対象者を変えて年４回実施し、懇談会参加者からの提

案、要望に対し耳を傾け、その対応結果についても公表しており良好な実施状況である。 

  利用者アンケートは、年間を通し講座受講生を対象に、市民アンケートは、働く女性を対象に

実施、その結果を分析しており、それぞれのニーズにあった講座の企画等、今後の事業展開に有

効である。 

Ⅶ その他業務 

 （１）パンフレット作成 

   施設パンフレット作成については、来館者や視察者に配付するだけでなく、出張時にも活用

し、広く女性会館の周知に努めている。 

 （２）視察応対等 

   年間 13件の視察応対をした。平成 24年 3月中川内閣府特命担当大臣（男女共同参画）の女

性会館視察時には、指定管理者として女性会館の取り組みをアピールできた。また、インター

ンシップも積極的に受け入れており、良好な状況である。 

 （３）スタッフ研修 

  スタッフの専門能力向上のため指定研修（仕事としての研修）に 20 回、自主研修（休暇を

利用した費用自己負担の研修）に 35 回参加しており、積極的に自己啓発に取り組む姿勢は、

能力向上のみならず、他の参加者とのネットワーク、講師とのネットワーク構築にもつながっ

ており、非常に良好な実施状況である。 

Ⅷ 会館管理 

  集会室等の使用許可は、年間 4,961 件となっている。集会室等の改善や修繕についても年間を

通して適切に対処している。建物が葵生涯学習センターとの複合施設となっていることから、管

理運営面では連携を図るよう意識しており良好な実施状況である。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては、随時適切に対応している。施設案内ボランティアの定例会

に出席し情報を共有するとともに、市民への対応についても指導、助言をしており良好な状況であ

る。 

利用者懇談会では、利用団体からの意見・要望に対し、女性会館としての対応を検討、対応結果

を公表していた。 

「具体的な意見・要望に対する対応状況」 

＜利用者懇談会参加者等＞ 

意見等：凹凸のあるブロックのおもちゃが欲しい。現在、子ども室にあるが、数を増やして欲し

い。壊れているものがあり、手に怪我をしそうなものもある。 

対応：手にケガをしそうなものは取り除き、新しいブロックを追加購入した。 

 

意見等：昨年度の食工房大掃除の反省をふまえ、事前に食工房をよく利用する団体に呼び掛けを

行ったらどうか。 

対応：利用団体あてに事前案内をしたところ、参加者が２１人と今までで一番多かった。一緒に

作業をすることにより、また掃除終了後のトークサロンを設けることにより、利用団体相

互の親睦が深まった。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）各講座参加者アンケート 

平成 23 年度講座参加者に対しアンケート調査を実施した。回収できた 1,344 件のうち、84.2％

が女性、年代別では 30代がもっとも多く 27.5％であった。新規来館者は全体の 1/3 以上を占め、

年代が若いほど新規来館者が多い傾向がみられる。今後利用したいサービスは、「講座・セミナ

ーなどへの参加」がもっとも高く（77.5％）、続いて「図書コーナーの利用」（36.9％）、「相談室」

（13.4％）と続いた。男性は「特にない」が２割を占めており、男性への PR 方法が課題である

と分析している。また、図書コーナー利用意向の強い 30 代から 50 代女性を意識した情報提供の

方法を検討しており、今後の利用拡大につながることが期待できる。 

（２）利用者懇談会 

利用者懇談会を年４回開催、毎回対象者を変更（子ども室利用者、キルトカフェ参加者、食工

房大掃除ボランティア、育成団体）し、女性会館事業や会館管理について丁寧に説明するととも

に、利用者からの声に耳を傾け、要望を実現に結びつける姿勢が見られた。 

（３）市民アンケート 

本来は利用者であってほしい働く女性を対象にアンケートを実施した。働く女性 72 人から回答

を得たが、女性会館の認知度は 40.3％であり、若い世代ほど認知度が低いことが判明した。充実

してほしい講座の希望、時間設定を聴取しており、ニーズにあった講座開設に向けた取り組みに

つながることが期待できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の収支状況については、各費目とも概ね予算どおりに執行されており良好である。

国の委託事業の実施、研修講師をスタッフが務める等経費削減に努めている。 

施設管理の面においても、利用者の安全確保を最優先に施設修繕を実施しており、適正な執行状

況である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者アンケートの結果からも、利用者ニーズを的確にとらえた事業展開であることが伺える。

また、利用者団体の活動を支援し、必要な助言をするとともに、団体とのコミュニケーションの構

築に努めており、良好な関係を築いている。 

NPO のネットワークを活かした講座運営や、課題解決型事業への取り組みが新規来館者獲得に繋

がっている。職員の研修への参加、自主研修の実施など積極的な姿勢も評価できる。 

施設管理においては、複合施設である葵生涯学習センターとの連絡調整をより密にし、円滑な会

館運営に努められたい。 

今後も、社会情勢や国、市の動向を見極めながら、男女共同参画推進の拠点として事業を展開す

るとともに、男性や様々な年代のニーズを検討し、一層の男女共同参画推進につなげてほしい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  文化振興課    

施設の名称 静岡科学館 指定管理者名 （公財）静岡市文化振興財団 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 展示物をはじめ、空調設備、エレベーター、防火シャッター、券売機の保守点検及び館内清掃

業務等について、専門知識を有する第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切

に行われている。 

また、ビル全体での管理となる消防設備、機械警備等保守点検業務等については、ビル管理組

合との連携により、安心で快適な環境維持が適切に行われている。 

 その他、館内照明器具等 24 件の修繕、及び券売機等 16件の保守点検について、故障箇所等が

確認された時点で適宜行った。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の利用者数は 261,047 人（大人 74,300 人、小人 186,747 人）で、今年度の目標入

館者数 245,000 人を 16,047 人上回り、達成率は 106.5％となった。高い入館者数を維持している

ことからも指定管理者の努力がうかがえる。 

（３）事業実施状況 

 科学館の特徴である参加体験型の展示物の利用促進及び来館者とスタッフとのコミュニケー

ションを通じた展示体験支援のほか、企画展、各種教室やワークショップ等のソフト事業につい

ては概ね事業計画のとおり実施されており、主催事業を 52事業、共催事業を 29 事業開催した。 

 主な事業の参加者数は以下のとおり。 

  ア 企画展 ・ 「そうだ！宇宙にいこう！る・く・る宇宙展」 39,341 人 

  イ 月例事業 ・ 「サイエンスショー」 6,940 人 (全 21 回) 

 ・ 「わくわく科学工作」 5,151 人 (全 21 回) 

  ウ その他 ・ 「プレミアムサイエンスショー」 1,943 人 (全６回) 

 ・ 「おもしろ科学フェスティバル」 2,131 人 (１日) 

 ・ 「自由研究相談会」 195 人 （全６回） 

 ・ 「サイエンスフェスティバル in る・く・る」 12,363 人 (全４日) 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられている。即時の対応が困難である

要望に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

〈来館者について〉 

   意見等 ：順番やルールを守らない人がいる。 
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対  応 ：スタッフによる館内の巡回を行って対応した。 

〈対象年齢について〉 

   意見等 ：イベントによっては低学年の子どもには難しいものもある。 

   対  応 ：イベント等において、職員に平易な言葉を使うよう注意喚起するとともに、低

学年向けのイベント・展示物を紹介した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

事業ごとに直接満足度を確認する調査は実施していない。事業の効果検証や指定管理業務の評

価の観点からも、企画展などにおいて、今後は実施をして欲しい。 

（２）市民アンケート 

 平成 23 年度より、文化施設等で実施している市民アンケートによると、静岡科学館の認知度

は 65.5％、利用度は 38.9％であった。認知度は 17 の文化施設等の中で２番目に高く、広く施設

の存在が知られていると言える。利用度は 38.9％にとどまったが、施設の性質上主な来館者は子

どもであるため、アンケート記入者の層と重ならなかったことが考えられる。 

（３）その他の調査 

施設内に投書形式の「利用者の声」を設置し、施設利用者が随時、意見・要望などを投函でき、

満足度調査の項目を含め、集計している。 

①職員の応対 75.１％、②清掃整理整頓 76.2％、③案内表示・掲示板 68.1％、④開館時間・開

館日 66.1％、⑤空調音響照明 66.8％が、「満足」か「やや満足」という結果であった。主な来館

者層である子どもからの端的な意見も多い中、全般的に概ね満足という結果から、指定管理者の

努力がうかがえる。今後も引き続き利用者の満足度を高める努力を継続されたい。 

市民参画の一環として、学校との連携により、市内小中学校の児童代表が提案を発表する「る・

く・るキッズミーティング」事業を実施しており、今年度は 34 名が参加し、館の事業・運営方

針等についての提案がされた。主な来館者層である子どもたちの主張を積極的に取り入れる体制

が整えられている点が高く評価できる。 

また、科学館運営協議会を設け、外部からの意見・要望を積極的に取り入れる体制が整えられ

ており、より良好な管理運営を目指している点も評価できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

また、平成 22年度より引き続き JST(独立行政法人科学技術振興機構)による先進的科学館連携

推進事業に採択され助成金を得るなど、自主財源の確保にも努めている。 

支出についても、旅費交通費及び消耗品費などを中心に事業費を節減し、限られた予算の中で効

果的な業務実施に努めている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されており、多彩なソフト事業の

開催や広報周知等、新規の試みを行い、市民の意見を柔軟に取り入れて事業を展開していくなど、
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指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 

 また、平成 22 年度に引き続き、JST より先進的科学館連携推進事業を受託し、その一環として、

市内 36 箇所において科学イベントをとりまとめて開催する「しずおか科学技術月間」の開催な

ど、先端科学と市民をつなぐ新しい取り組みにも積極的に挑戦した点が評価できる。 

企画展の開催やその関連ワークショップの充実、これまでの夏季休業中の開館に加えて春季休

業中の臨時開館などの努力により、開館 8年目を迎えてもなお目標を超える入館者数を達成する

ことができており、大変良好な運営を実施している。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名  文化振興課    

施設の名称 静岡市民文化会館・清水文化センター 指定管理者名 静岡市文化振興財団共同事業体 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

 

（１）維持管理業務 

 【静岡市民文化会館】 

建築設備運転保守管理業務ほか 11 業務の施設管理業務、舞台機構設備保守点検業務ほか 15

件の保守点検業務について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行わ

れている。 

また、空調制御装置の機器不良修繕ほか 65 件の修繕を実施しており、各業務とも適切に行わ

れている。 

 【清水文化センター】 

建築物環境衛生管理業務ほか 12 業務の施設管理業務、消防用設備保守点検業務ほか 16 件の

保守点検業務について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われて

いる。 

また、大ホール３階排煙口ハンドル修繕ほか 12件の修繕を実施しており、各業務とも適切に

行われている。 

 

（２）施設利用者数 

 【静岡市民文化会館】 

平成 23 年度の利用者数は合計 487,184 人（大ホール 217,164 人、中ホール 138,375 人、大会

議室 31,105 人、第１～６会議室 28,958 人、Ａ～Ｃ展示室 56,832 人、リハーサル室 14,750 人）

で、平成 22年度の 539,550 人と比較すると 9.7％の減少となった。これは平成 23年 3 月に発生

した東日本大震災による公演中止や予約のキャンセルが相次いだことなどが影響したと考えら

れる。  

 【清水文化センター】 

平成 23 年度の利用者数は合計 178,910 人（大ホール 65,082 人、中ホール 31,165 人、会議室

6,137 人、和室 2,564 人、ギャラリー73,962 人）で、平成 22 年度の 193,632 人と比較すると 7.6％

の減少となっている。これは、平成 23 年 12 月に大ホールが閉館したことが大きく影響してい

る。 

また、平成 23年度の利用率も全体で前年比 11.0％の減少となった。これは、閉館が近づくこ

とによる利用の減少の影響のほか、東日本大震災による公演中止が相次いだことなどが影響し

たと考えられる。 
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（３）事業実施状況 

自主事業については、歌舞伎、落語、ダンスの公演開催をはじめ、東日本大震災支援コンサ

ート、大道芸 in シアターの開催、他施設との連携事業として、年齢・性別・ハンディキャップ

にとらわれず、市民が広くダンスを楽しめるためのワークショップ等、多彩な事業を実施した。 

特に、平成２２年度から開催したコンテンポラリーダンスカンパニー「コンドルズ」のダン

ス公演の実績等により、「静岡コミュニティダンスプロジェクト」事業が、財団法人地域創造よ

り助成金の交付を受けられたことは特筆すべきである。 

その他、開館当初より市民に親しまれていた松竹大歌舞伎が東日本大震災の影響を受け一旦

は中止になったが、企業・団体と共催することにより日程を変えて実施することができたこと

や、市民文化会館初のオリジナルダンス「南アルプスダンス」を制作し、様々な普及活動を展

開したことも評価できる。 

各種自主事業の入場者及びチケット等収入は、企画・広報・集客方法等において効果的な実

施方法を心がけた結果、平均するといずれも目標を上回ることができている。 

主な事業の入場者数は以下のとおり。 

 【静岡市民文化会館】 

ア 松竹大歌舞伎 1,920 人 

イ 大道芸ｉｎシアター 727 人 

ウ チャリティージャズコンサート 230 人  

エ コンドルズ静岡公演 634 人 

オ 南アルプスダンスワークショップ 93 人 

 【清水文化センター】 

ア 春風亭昇太独演会 505 人 

イ 山下洋輔×松原勝也 ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ 409 人 

 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である

要望に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされている。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

【静岡市民文化会館】 

 意見等：地図が分かりにくい。 

 対 応：ホームページの案内地図をリニューアルし、車での場合、公共交通機関（電車、バス）

の場合と利用者の交通手段に応じた案内図を掲示した。 

意見等：分煙をして欲しい。 

対 応：ホール利用時の喫煙場所が出入口付近にあることで、市民より分煙を求める声があがっ

ていたため、中ホール横に喫煙スペースを新たに設置し、場所について館内外に案内表

示を掲出することで対応した。 

【清水文化センター】 

 意見等：案内表示が分かりにくい。 
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 対 応：大ホール解体に伴い施設が本館棟のみになった現状の施設に合わせ案内表示を改善し

た。 

 意見等：大ホールが解体されると中ホール関係者用駐車場が使えなくなるため対応してほしい。 

 対応：本館棟前のスペースの一部を代替場所として利用できるよう整備した。 

 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

指定管理者の自主事業では、事業に対する満足度について、「よかった」、「悪かった」、「どち

らでもない」の３段階評価をしている。指定管理者がアンケート集計を行ったほとんどの事業

において８割以上のお客様より「よかった」との回答を得ており、満足度は非常に高い。 

 

（２）市民アンケート 

平成 23 年度より、文化施設等で実施している市民アンケートによると、市民文化会館の認知

度は 71.1％、利用度は 62.5％であった。もともと施設の規模が大きいことや利用者数が多いた

め単純な比較はできないが、他の 17 の文化施設等と比較しても認知度、利用度とも最も高い数

値であったことは良好であると言える。 

平成 24 年７月をもって閉館する清水文化センターの認知度は 53.3％、利用度は 28.1％であ

った。 

（３）その他の調査 

施設内に投書形式の「利用者の声」を設置し、施設利用者が随時、意見・要望などを投函で

き、満足度調査の項目を含め、集計している。 

【静岡市民文化会館】 

①職員の応対 60.0％、②清掃、整理整頓 60.0％、③案内表示、掲示板 57.8％、④開館日・開

館時間 56.6％、⑤空調・音響・照明等 56.2％が、「満足」か「やや満足」という結果であった。

昨年度と比較し、⑤空調・音響・照明等を除きいずれも満足度が下がってしまっている。この

結果を素直に受けとめ、なぜ満足度が下がったのか理由を検証し、利用者の満足度を高める努

力に尽力して欲しい。 

その他、市民文化会館運営協議会を設け、外部からの意見・要望を積極的に取り入れる体制

が整えられており、より良好な管理運営を目指している点は評価できる。 

 【清水文化センター】 

①職員の応対 91.7％、②清掃、整理整頓 89.6％、③案内表示、掲示板 86.5％、④開館日・開

館時間 81.3％、⑤空調・音響・照明等 83.3％が、「満足」か「やや満足」という結果であった。

昨年度と比較しいずれの項目も満足度がアップしている。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 収支状況については、概ね予算どおりに執行されており良好である。収入面では静岡市民文化

会館の松竹大歌舞伎や清水文化センターの落語のチケット販売等が好調であり、支出面では光熱

水費の大幅な削減を達成するなど、非常に良好な状況である。 

－ 13－



５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 静岡市民文化会館は保守点検、修繕などの維持管理業務は問題なく実施されている。利用者数

は、平成 23 年３月 11 日発生の東日本大震災による公演中止等が長く影響を及ぼしたため、50 万

人を割り込むまで落ち込んでしまった。天災によるものだが、一日も早く利用者数や利用率を以

前の数値以上に戻せるよう尽力して欲しい。また、繰り返しになるが、「利用者の声」による満足

度調査が下がった原因を究明し、職員一丸となって満足度を高める努力をして欲しい。自主事業

については、アンケート結果をみても全体的に良好であり、市民に支持されていることが伺える

が、一部の事業においてアンケート項目の不備から評価ができないものがあったため、その事業

が本当に市民に求められているものなのかどうか、アンケートを正しくとって事業の検証をして

欲しい。 

清水文化センターは平成 23 年 12 月をもって大ホール棟が閉館したが、利用者への周知に努め、

混乱はみられなかった。また、閉館に伴う各種手続きも、市と連絡を密に行うことを通じ円滑に

実施された。  

平成 24 年度は中ホールを含む施設全体が閉館となるため、利用者への周知のほか、各種手続きの

遺漏なき履行など、市と協力しながら順調に行っていただきたい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名  文化振興課    

施設の名称 静岡音楽館 指定管理者名 (公財)静岡市文化振興財団 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 自家用電気工作物点検業務等 21 業務については、第三者委託（うち４業務は郵便事業株式会

社との３者契約）により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

 また、10件の修繕を実施し、来館者が安全で快適に利用できるよう、音楽ホールとしての質の

高さの維持に努めている。 

 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の入場者及び利用者数は 130,078 人（自主事業 11,780 人、貸館 118,298 人）で、

前年度の 125,532 人（自主事業 11,760 人、貸館 113,590 人）と比較し上回っており良好な運営

がなされている。 

  

（３）事業実施状況 

自主事業については、概ね事業計画のとおり実施されている。 

コンサートシリーズは、公演数を 16（昨年度は 14）に増やし、入場者数では 6,308 人（昨年

度は 5,761 人）と増加しており、チケットが早々に完売した公演や、再演を求める意見等も多い

ことから、良好に実施されたといえる。 

主な事業の入場者及び参加者は以下のとおり。 

  ア コンサートシリーズ 6,308 人 

    （第１期 747 人、第２期 3,672 人、第３期 1,889 人） 

  イ コンサート関連レクチャー 268 人 

  ウ その他コンサート 666 人 

  エ 講座・教室等 267 人 

  オ 生涯学習施設及び学校等との連携事業 4,018 人 

  

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である

要望に対しても、随時市に報告を行い前向きに検討しており、良好な対応がなされている。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

  〈職員等の対応等〉 

   意見等：当日のスタッフとの打合せが事務的で、もう少し親切に説明してほしい。 
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   対 応：漏れがないよう、マニュアルを確認しながら説明を行っているため、事務的な印

象を与えてしまったものと考えるが、全職員により利用者に配慮した対応をする

よう注意を喚起した。 

   意見等：ホールのある８階へ早く上がらせてほしい。 

   対 応：自主事業の際、開場時間を開演の 30 分前としていたが、それ以前に１階エレベ

ーター前に人が集まり始めた場合は８階へ誘導し、ロビー開場を行うこととし

た。貸館時には、借主の都合もあり徹底は難しいが、お客様の要望に沿えるよう

協力を求めていくこととした。 

 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 自主事業（コンサートシリーズ等）の公演ごとに、入場者にアンケートを実施し、18 回の満足

度調査を行った結果、平均 83.8％が「よい」又は「非常によい」という結果であり、前年度の

89.3％を下回ったが概ね市民の期待にこたえる質の高い音楽を提供しているといえる。 

 

（２）市民アンケート 

 平成 23 年度より、文化施設等で実施している市民アンケートによると、静岡音楽館の認知度

は 58.5％、利用度は 41.1％であった。利用形態が主に音楽に関わるものであるが、施設の PRに

努め、新規の利用者の増加を図ることが今後の課題である。 

 

（３）その他の調査 

 施設内に投書形式の「利用者の声」を設置し、施設利用者が随時、意見・要望などを投函でき、

満足度調査の項目を含め、集計している。 

①職員の対応 82.6％、②清掃・整理整頓 86.0％、③案内表示・掲示物 75.7％、④開館時間・

休館日 74.0％、⑤空調・音響・照明等 77.7％が、「満足」か「やや満足」という結果であり、利

用者の多くにとって快適な施設運営がなされているといえる。 

 また、本施設では、芸術監督制度を採用しており、その下に企画会議委員、市民会議委員を設

け、外部からの意見・要望を積極的に取り入れる体制が整えられており、より良好な管理運営を

目指している点が評価できる。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。文化庁

等の助成金制度の積極的な利用や企業からの協賛金集めをはじめとし、生涯学習施設との連携事

業等を積極的に行い、音楽館を PR すると共に、チラシや、会員情報誌等で積極的な広報活動を

展開しチケット販売促進に努めている。 

 また、節電や節約により光熱水費や消耗品等の事業経費の節減に努め、限られた予算の中で効

果的な業務実施に努めている。 
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５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されており、文化振興財団ならではのき

め細やかな体制で指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 

 施設管理については、静岡中央郵便局との合築という特殊性のため、相手方との連絡調整等に

苦慮しているが、常に情報提供を行うなど、良好な関係を保つための努力が感じられる。 

 学芸員を３名配置し、自主事業を充実させるとともに、生涯学習施設等での各種講演会の開催

が容易になり、市民への音楽導入機会を提供し音楽文化の底辺拡大に努力している。 

 自主事業では、室内楽専用ホールという特性を生かすべく、新しい試みとして室内楽フェステ

ィバルを開催した。その中で「アマチュア・アンサンブルの日」を設け、普段から音楽に親しむ

市民に、音楽館のホールで演奏するという機会を提供し、音楽館の魅力を広く発信することに努

めた。また「静岡の名手たち」合格者を学校等へ派遣し、若手音楽家の演奏の機会をコーディネ

ートするなど、若手の発掘や育成にも積極的に取り組んでいる。 

 貸館事業では、施設の劣化等による設備的な制限もあるが、利用者の利便性や安全性を考慮し、

公平・公正な運営と更なるサービスの向上を目指している。 

 今後は、アンケート等により市民のニーズを的確にとらえ、高尚な音楽を提供することにばか

りとらわれず、気軽に市民が音楽を楽しむことができる機会を提供し、市民文化の向上を推進す

るための更なる努力を期待する。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名  文化振興課    

施設の名称 静岡市美術館 指定管理者名 (公財)静岡市文化振興財団 

１ 履行状況  

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

設備管理及び空調機器自動制御機器、エスカレーター、自動ドア等の保守点検業務及び館内清

掃、機械警備等９業務について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行

われている。 

修繕については、開館２年目のため大規模なものはなかったが、防災対策のため収蔵庫内戸棚

に転落防止用ネットの取り付け等を実施した。 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の来館者総数は 316,174 人 

そのうち展覧会観覧者数は５展合計 131,904 人で、目標値の 156,000 人に対して達成率 84.5％

であった。 

また、交流事業において新規事業を多数立ち上げ、展覧会観覧者だけでなく多くの市民に対す

るアプローチを試み、中心市街地の活性化に寄与するなど、良好な運営がなされている。 

（３）事業実施状況 

展覧会及び各種関連事業については、概ね事業計画のとおり実施されている。 

５つの展覧会とその関連事業のほか、交流事業の内容、回数を充実させるなど、多彩な切り口

で事業を展開し、より多くの市民に対し積極的にアプローチしている。 

年明けから年度末にかけて開催された展覧会では、美術館の調査研究活動の成果として市所蔵

品、市ゆかりの作家作品を取り上げた自主企画展を実施した。「しずおか文化の創造と発信」とい

う基本理念達成のために、基本的役割を強く意識した事業展開は高く評価できる。 

主な事業の観覧者数及び参加者数は下記のとおり。 

ア 展覧会 

・「ハンス・コパー展 －20 世紀陶芸の革新」 16,395 人 

・「没後 150 年 歌川国芳展」30,404 人 

・「アルプスの画家セガンティーニ －光と山－」 17,806 人 

・「レオナルド・ダ・ヴィンチ 美の理想」 53,136 人 

・「竹久夢二と静岡ゆかりの美術」 14,163 人 

 イ 関連事業 

・「ミュージアム教室」 2,595 人 

・「展示解説等」 2,482 人 

・「各企画展関連事業」 1,494 人 
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 ウ 交流事業 

  ・「ワークショップ」 997 人 

  ・「トークイベント」 337 人 

  ・「講演・シンポジウム等」 211 人 

  ・「他館との共同事業」 637 人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である

要望に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされている。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

（職員対応について） 

   意見等 ：職員の対応が悪い。 

対  応 ：月に一度、来館者対応をするスタッフとのミーティングを実施し、来館者とのト

ラブル防止に努めている。 

（案内表示について） 

   意見等 ： エレベーターの乗り場が分かりにくい。 

対  応 ：葵タワーの地下入口に案内看板を設置した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 展覧会観覧者および交流事業参加者に対して、事業ごとにアンケートを実施し、満足度調査を

行っている。 

特に展覧会の内容に対しては、ハンス・コパー展では 91.6％、歌川国芳展では 90.6％、セガン

ティーニ展では 89.2％、ダ・ヴィンチ展では 81.1％、竹久夢二展では 85.7％が「満足」か「やや

満足」との結果であり、非常に高い評価を得ている。 

（２）市民アンケート 

 平成 23年度より、文化施設等で実施している市民アンケートによると、静岡市美術館の認知度

は 64.6％、利用度は 43.4％であった。他の 17 の文化施設等と比較して認知度、利用度ともに決

して低くはないが、静岡駅前という立地状況を鑑み、積極的な広報活動を通じ施設の認知度を高

め、結果的に入館につなげるよう、更なる運営努力を期待したい。 

（３）その他の調査 

その他の項目の満足度については、①職員の応対 76.8％、②清掃整理整頓 86.6％、③案内表示・

掲示板 78.2％、④開館日・開館時間 74.2％、⑤空調・音響・照明等 74.4％という結果であった。

昨年度は新規施設であるため、館への案内表示、掲示板等の満足度が比較的低かった（58.9％）

が、案内表示の設置、改善の取組みの結果、満足度が 19.3％向上しており、適切な施設運営がな

されていることがわかる。 

満足度が低かった項目については、対策を検討し、更なる市民サービスの向上に努められたい。 

 また、前年度から設立に向けて準備を進めていた美術館運営協議会を開催した。（6、12 月 計

２回開催）外部からの意見・要望を積極的に取り入れ、より良好な管理運営を目指している点は

評価できる。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については、指定管理者の努力・工夫により黒字となっており、非常

に良好である。 

 特に、５つの展覧会全てにおいて、地元新聞社、テレビ局等マスコミ各社の共催（出資共催１、

名義共催４）を得て、経費の負担軽減に努めた点は高く評価できる。 

 その他、支出については概ね予算どおりの執行となっている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

開催した５つの展覧会はそれぞれ、現代陶芸から浮世絵、西洋絵画、日本近代美術とバラエテ

ィに富んだテーマを扱っている。また、それらの展覧会関連事業や交流事業なども多彩な事業を

実施している。今後もバランスの取れた幅広い事業を展開し、入館者数を維持するよう期待した

い。 

 施設管理に関しては、新規施設のため想定外の事柄も多々あったと思われるが、良好に実施さ

れている。次年度以降も、経年による変化や定期点検の結果などに留意しつつ、適切な管理運営

を継続してもらいたい。 

 利用者満足度調査においては非常に高い満足度であるが、市民アンケートでは認知度及び利用

度の結果がいまひとつであった。新規利用者の増加に繋げるよう更なる努力を期待したい。 

 また、これまで実施した展覧会の観覧者数など、事業の結果を正しく検証するとともに市民ニ

ーズを的確に把握し、今後の展覧会の企画に活かして欲しい。 

 指定管理業務全般に関しては事業計画に従い良好に実施されており、他団体との連携や幅広い

事業展開など、指定管理者ならではのメリットを充分に活かした運営がなされている。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  文化振興課    

施設の名称 静岡市東海道広重美術館 指定管理者名 （公財）静岡市文化振興財団 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 建築設備定期点検業務等５業務を実施したほか、消防設備保守点検業務等９業務について第三

者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

 また、１階エントランス照明改修等８件の修繕、及び保守点検等について適宜実施し、施設の

安全や維持管理に努めている。 

（２）施設利用者数 

 平成 23 年度の来館者数は 37,191 人で、目標数値である 50,000 人に対して、達成率は 74.4％

であった。また、前年度の来館者数 39,567 人と比較して 6.0％減少した。 

年度当初は平成23年３月に発生した東日本大震災の影響などで入館者数が伸び悩んだものの、

５月や 10 月、11 月の観光シーズンを中心に回復した。年度を通じて概ね良好な運営がなされて

いると思われるが、観光客を取り込むなど、入館者数の増加に繋がる広報活動の実施や各種事業

の企画運営にさらに期待したい。 

（３）事業実施状況 

 展覧会及び各種関連事業については、概ね事業計画のとおり実施されている。 

 平成 23 年度は、所蔵する浮世絵版画を軸に、館蔵品展４本、企画展１本の計５本の展覧会を

実施した。また展覧会関連事業として、展覧会ごとのギャラリートークの開催（全 12 回）、展覧

会の内容に関連したテーマでの講演会の開催（全２回）、摺師を招いての浮世絵摺り実演（全２

回）および摺り体験（全１回）などを実施し、来館者の好評を得た。 

また、地域のイベントと連携した入館料割引、静岡市美術館や生涯学習センターとの相互連携

事業、由比本陣施設との共催事業である年賀状版画コンクール等の実施のほか、小中学校で浮世

絵文化などを紹介する出前講座をはじめとする教育普及事業を広く展開し、地域に根ざした美術

館の魅力向上や浮世絵を中心とする美術文化に対する市民の関心を高める各種事業を積極的に

展開していることが評価できる。 

一部事業については参加者数が少なかった事業もあるため、広報活動や事業内容に関する効果

の検証などを踏まえ、よりよい事業実施を期待したい。 

 主な事業と参加者数は以下のとおり。 

  ア 展覧会（全５回） 

・「名所江戸百景の春と夏」 7,329 人 

   ・「変わり種東海道－広重・国芳・三代豊国」 8,197 人 

   ・「これぞ広重！－木曽海道と保永堂版東海道」 10,789 人 

   ・「富士の寿ぎ」 5,208 人 

   ・「美人画の魅力」 5,389 人 

   ・「徳川将軍家と東海道－御上洛東海道より－」 4,892 人 
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  イ 関連事業 

   ・「ギャラリートーク」（全 12 回） 226 人 

   ・「講演会」（全２回） 65 人 

   ・「浮世絵摺り実演」（全２回） 209 人 

   ・「浮世絵摺り体験」（全１回）29 人 

   ・「第６回ゆい年賀状版画コンクール」応募者数 660 人、作品展来場者数 3,357 人 

  ウ 教育普及事業 

   ・「広重検定」（全２回）28人 

   ・「石の絵はんこづくり」（全１回）19人 

   ・「読んで！作って！江戸のなぞなぞ“判じ絵”教室」（全１回）２人 

   ・「出前講座」（全 12 回）437 人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である

要望に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされている。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

  〈施設〉 

   意見等：ガイダンスコーナーに設置してある映像視聴用パソコンの音が混ざり聞き取りづ

らい。 

   対応：全てのパソコンにヘッドフォンを設置し、他の利用者の迷惑にならないようにした。 

  〈来館者への対応〉 

   意見等：団体来館者の私語がうるさく集中して鑑賞できなかった。 

対応：鑑賞にかかる注意書きを、より目立つ位置に設置し、日本語と英語の二カ国語対応

とした。また、団体来館者については、事前に代表者を通じ鑑賞時の注意事項を伝達す

るなど、全ての来館者が心地よく鑑賞できる環境づくりを心掛けた。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 各事業ごとに直接満足度を確認する調査は実施していない。事業の効果検証や指定管理業務の

評価の観点からも、今後は実施をして欲しい。 

（２）市民アンケート 

平成 23 年度より、文化施設等で実施している市民アンケートによると、静岡市東海道広重美

術館の認知度は 52.2％、利用度は 33.2％であった。他の 17の文化施設等と比べると認知度、利

用度ともにやや低い結果であるため、積極的な広報活動を通じ施設の認知度を高め、結果的に入

館につなげるよう、指定管理者の更なる運営努力を期待したい。 

（３）その他の調査 

施設内に投書形式の「利用者の声」を設置し、施設利用者が随時、意見・要望などを投函でき、

満足度調査の項目を含め、集計している。 

個々の展覧会に対する直接の評価は実施していないが、来館した感想について尋ねる項目で

は、「とても良かった」もしくは「良かった」との回答が前年度の 84.2％から 87.9％に上昇して
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おり、館内の展示や展覧会の内容が来館者に好評だったことがうかがえる。 

また、施設に関する満足度調査においては、「①職員の応対」で 76.4％、「②清掃、整理整頓」

で 85.7％、「③案内表示、掲示板」で 75.0％、「④開館日・開館時間」で 70.5％、「⑤空調・音響・

照明等」で 73.7％が「満足」もしくは「やや満足」（未記入を除く）と回答しており、来館者に

とって概ね適切な施設運営がされていたと評価できる。 

また、静岡市東海道広重美術館運営協議会を設け、外部からの意見・要望を積極的に取り入れ

る体制が整えられており、より良好な管理運営を目指している点が評価できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。来館者

の満足度や美術館の魅力を低下させることなく、事業費等の必要経費の節減に努め、限られた予

算の中で効果的な業務実施に努めている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されていたほか、市をはじめ関係

機関との連絡調整も滞りなくおこなわれており、その中で指定管理者制度のメリットを十分に活

かした運営がされていたと評価できる。また、東日本大震災を踏まえ施設の危機管理マニュアル

を見直すなど、危機管理について高い意識をもって施設運営にあたっていると評価できる。 

 展覧会および関連事業に関しては、学芸員を中心に、単なる収蔵品の展示ではなく調査研究に

基づいた展覧会を企画しており、浮世絵を中心とした江戸時代の芸術文化を広く紹介するなど、

指定管理者の持つ専門性を十分発揮した事業が展開されている。平成 23 年度より始めた教育普

及事業においては、小中学校に出向いて授業を行う出前講座や、子どもたちを対象としたワーク

ショップを企画しており、展覧会活動にとどまらない多様な事業の展開を通して、美術館の魅力

を高め、広く市民の芸術文化への関心を高める努力をしていると評価できる。 

一部の事業においては参加者数が少ないなど課題も見られたため、引き続き広報活動や事業内

容に関する効果の検証などを通じて、地域における美術館の魅力をさらに広く発信し、来館者の

増加、来館者の満足度の向上につながる施設運営を期待したい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  生涯学習推進課    

施設の名称 生涯学習センター（11 館） 指定管理者名 財団法人静岡市文化振興財団 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。詳細は以下のとおり。 

（１）維持管理業務 

 清掃業務ほか 34 件の保守点検業務について第三者委託により実施した。 

また、143 件の修繕を実施した。 

（２）施設利用者数 

 平成 23 年度の貸館利用者数は合計 731,416 人であった。東部生涯学習センターや西部生涯学

習センターの改築などにより単純に比較はできないが、前年度と比べて 52,898 人の減となった。 

施設利用率は全体で 50.1%となり、前年度比で 1.3%増加している。また、施設ごとでは８館が増

加、３館が減少であった。 

（３）事業実施状況 

 講座等の事業については、各生涯学習センターで、39 講座以上企画実施し、全施設では、事業

計画書に記載された 443 事業を上回る、458 事業が実施された。 

 内容については、静岡の郷土工芸品や地区の特産品、地場産業を扱った事業など、地域の文化

や歴史に触れる機会を提供する、地域性の高い事業が展開された。また、地域団体や利用団体と

共催し、地域の連携を強化する市民参加主体型の講座が実施された。このように、地域資源の活

用、人材の発掘、育成など、市民主体のまちづくりの実現を目指した事業が推進されている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である

要望に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

   意見等：倉庫内備品の収納箇所がわかりにくい。 

   対  応：速やかに備品の収納状況をわかりやすく一覧にし、倉庫扉に表示した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

 広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

 施設利用者に対して満足度調査を行っており、全般的に概ね満足という結果が伺え、適切な施

設運営がなされていることがわかる。調査の各項目において「満足」「やや満足」と回答した方

の割合は、①職員の対応 76.1%、②清掃整理整頓 79%、③案内表示・掲示物 73.2%、④開館時間・

休館日 70%、⑤空調・音響・照明等 68.5%であった。また施設ごとでは東部及び駿河を除く９セ

ンターで全ての項目において「満足」「やや満足」が６割以上であった。 

（３）その他の調査 

 実施していない。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好であ

る。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い適切に実施されている。 

 講座等については、自然、文化、歴史等の地域資源を活かした講座や、多種多様な分野の機関

と連携した事業が実施されるとともに、市民団体との共催事業を積極的に行っており、人づく

り・地域づくりの振興の拠点となっている。利用者満足度調査において、利用者の高い満足度を

得られていることも非常に評価できる。 

施設利用については、全体的に利用率が増加しており良好な運営がなされているが、今後、利

用者の高齢化とそれに伴う活動衰退が懸念される。新規登録団体の育成を目的とした企画や、幅

広い年齢層の利用者獲得へ向けて、これまで以上に力を入れていくことが課題といえる。 
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様式第 25 号 
 

年度評価シート 

課名  スポーツ振興課   

施設の名称  

静岡市ふれあい健康増進館 

指定管理者名  

公益財団法人静岡市まちづくり公社 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

施設利用許可等に関する業務、利用者へのサービス提供に関する業務を実施したほか、施設維持管

理点検業務等について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

人員配置においては、事業計画に基づいた運営を行うため、適正な人員配置を求めた。 

今後も危機管理意識を持続し、更なる衛生管理体制の強化に努めることを期待したい。 

主な修繕は以下のとおりである。 

 ・熱交換器修繕 

 ・浴槽ポンプ漏水修繕 

 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者数は 215,804 人で、前年度の 254,396 人に比べ 38,592 人の減であった。利用

者数減の主な理由はレジオネラ菌発生による休館期間が約２か月間あったことが考えられるが、新規

顧客の確保や若年層利用者の拡大については更なる努力を期待している。 

 

（３）事業実施状況 

自由参加型スクール等の事業については、概ね事業計画のとおり実施されており、内容については、

新たなプログラムを導入するなど、これまで以上に利用者の年齢層及びニーズにあわせた内容になる

よう工夫している。また、新規顧客確保については、水中ウォーキング無料体験教室等、新たな講座

を設け利用促進に努めている。 

教室数については、レジオネラ属菌検出に伴う休館の影響も考えられるが、予定教室が５つ開催さ

れていないため来年度は改善を求める。 

主な事業の定員と参加者は以下のとおりである。 

・健康増進教室（親子仲良しアクア） 定 員  50 人 

                  参加人数 58 人（４月） 58 人（９月） 

・総合スポーツ教室（ゆららキッズクラブ）  定 員  20 人  

                      参加人数 30 人（４月） 28 人（９月） 

・健康づくり講座（体力測定の日、健康チェックの日、心拍測定ウォーキング教室、１日健康プロ

グラム、水中ウォーキング無料体験）  定 員 フリー  参加人数 850 人（年間） 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層が利用し、様々な意見・要望をいただく施設であるが、利用者

からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられている。 

また、ホームページにより、意見・要望を積極的に取り入れる体制が整えられ、即時の対応が困難
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である要望に対しても前向きに検討し対応がなされている。 

今後も、利用者からの意見・要望に対してさらなる親切丁寧な対応を期待している。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

要望：その日の天気にもよるが、トレーニングルームの電灯が明るすぎる。少し節電した方が良い

と思う。 

対応：こまめな消灯等、日頃より節電に努めている。また、震災後電力不足が叫ばれる中、夏の電

力需要上昇に伴いグリーンカーテン等の実施により、さらなる節電に努めた。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

教室開催時（計 30 回）にアンケートを実施した結果、94.9％の方が今後もこのようなイベントに

参加したいと回答している。 

施設についての満足度も 96％の利用者が「すごくきれい」「きれい」と回答しており、施設管理の良

さも感じられる。今後も、より満足度が向上するよう一層の努力を期待している。 

 

（２）市民アンケート 

 静岡新聞社・静岡放送主催のしずおか元気応援フェア、大浜ビーチフェスタにおいてアンケートを

実施した結果、静岡市まちづくり公社の認知度が 46.8％、静岡市まちづくり公社で実施の教室の受講

が 9.8％、施設の認知度が 51.8％であった。今後も指定管理者の管理する各施設における連携をとり、

広報に努めることを期待したい。 

 

（３）その他の調査 

館内に意見箱を設置し、利用者の意見、要望等について意見を取り入れている。それらを参考とし

施設運営を行っている。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、収入が支出を上回っている。来年度は施設の維持管

理費に充てることや利用者に還元することを期待する。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

施設の運営管理においては大筋事業計画に沿って適正に実施された。 

職員教育に関しては、応急手当普及員切替講習の受講や上級体育施設管理士等の資格取得及びスタ

ッフが普通救命講習を受講し、応急手当ての重要性､止血法､AED の使用法を学び資質向上と安全管理

体制の強化が行われている。 

施設維持管理・点検業務についても計画どおり実施されているが、リバープールからのレジオネラ

属菌検出に伴い、９月 28日から 11月 24 日までの間、長期臨時休館となる事態が発生した。 

レジオネラ属菌に関する対応については、改善指導内容に基づき慎重に改善し、管理方法等も改善

された。 

利用者対応においては、現場職員に対する指摘やクレーム等が入るなど、運営面においても改善す

べき点が見受けられたため、利用者の安全確保、利用者サービスを前提とし、指定管理者として、さ

らなる信頼のおける運営管理を期待したい。 

運営全般に関しては、事業計画に沿って適正に実施され、幼児から高齢者までの幅広い世代が参加

できる多種多様な事業を展開するなど、指定管理者制度のメリットが十分に活かされている。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

                           課名 スポーツ振興課  

施設の名称  

静岡市清水ナショナルトレーニングセンター 

清水日本平運動公園球技場・庭球場 

静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド 

静岡市清水庵原球場 

指定管理者名 

 

公益財団法人静岡市まちづくり公社 

 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

各施設とも、各種設備の保守点検等について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に

従って適切に行われている。 

また、第三者委託において、他施設との一括発注が可能なものについては契約を一本化し、コ

ストの削減が行われている。 

主な修繕内容は以下のとおりである。 

【静岡市清水ナショナルトレーニングセンター】 

ドライサウナ天井張替、プールマッサージポンプ分解・消耗部品交換 

【清水日本平運動公園球技場・庭球場】 

球技場西スタンド脇グレーチング側溝修繕、庭球場防球フェンス修繕 

【静岡市蛇塚スポーツグラウンド】 

散水用ヒドロ交換、散水栓交換 

【静岡市清水庵原球場】 

選手用通路熱感知器交換、役員室蛍光灯絶縁不良修理 

（２）施設利用者数 

平成２３年度の利用者数は４施設全体で７２０，８１８人である。平成２３年度より新規導入

の静岡市庵原球場を除く３施設では、前年度の６３４，５８８人と比較して、３６，５２４人増

加しており、良好な運営がなされている。 

各施設の利用者数は、以下のとおりである。 

【静岡市清水ナショナルトレーニングセンター】 

２５４，６８８人（前年度 ２４８，２９５人） 

【清水日本平運動公園球技場・庭球場】 

球技場 ３５０，７０６人（前年度 ３２８，８７２人） 

庭球場  ３８，５８６人（前年度  ３７，５２１人） 

【静岡市蛇塚スポーツグラウンド】 

２７，１３２人（前年度  １９，９００人） 

 【静岡市清水庵原球場】 

       ４９，７０６人 

（３）事業実施状況 
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各施設とも、概ね事業計画のとおり実施されている。 

幼児から高齢者まで気軽に参加できる事業のほか、静岡市清水ナショナルトレーニングセンタ

ーでは、１０周年記念イベント「１０周年記念「Ｊ－ＳＴＥＰ祭」」等、規模及び内容を拡大し

た事業も開催されている。 

また、地域との共同イベントを開催するなど、利用の促進に努めている。 

各施設の主な事業の状況は、以下のとおりである。 

【静岡市清水ナショナルトレーニングセンター】 

・Ｊ－ＳＴＥＰ１０周年記念イベント Ｊ－ＳＴＥＰ祭 

 予想来場者数：４００名、来場者数：８５７名 

・地域とのスポーツ交流の場を提供（バスケットボールクリニック） 

 募集人数：８０名程度、参加人数：８２名 

・Ｊ－ＳＴＥＰサマーイベント（清水みなと祭りへの参加） 

 募集人数：１００名、参加人数：９６名 

・体力チェックイベント 

 予想参加者数：１００名、参加人数：１１９名 

・ＫＩＤＳエンジョイテニス 

 募集人数：９６０名、参加人数：８７０名 

 ・キッズステップアップバスケットボール 

  募集人数：５６０名、参加人数：５１７名 

【清水日本平運動公園球技場・庭球場】 

・みんなで遊ぼう！幼児３Ｂたいそう教室 

 募集組数：１８０組、参加組数：２２２組 

・キッズテニス教室 

 募集人数：１００名、参加人数：１２７名 

【静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド】  

・第３回蛇塚まつり 

 予想来場者数：４００名程度、来場者数：推定８００名 

・幼児３Ｂたいそう教室 

 募集組数：９６０組、参加組数：１，０９６組 

・らくらく体操教室 

 募集人数：６６０名、参加人数：９７５名 

・空手教室 

 募集人数：５８０名、参加人数：９８０名 

【静岡市清水庵原球場】 

 ・父母審判技術講習会 

  募集人数：４５名、参加人数６９名 

 ・清水地域地区対抗ナイター軟式野球大会 

  募集人数：３００名、参加チーム数：９チーム 

 ・少年野球教室（元プロ野球選手による野球教室） 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

各施設において、利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、迅速な

対応がみられると共に、即時の対応が困難である要望に対しても前向きに検討しており、良好な

対応がなされているといえる。 
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また、各施設及び静岡市まちづくり公社のホームページにより、意見・要望を積極的に取り入

れる体制が整えられている点も高く評価できる。 

【具体的な意見・要望と対応状況】 

要望 エスパルスサポーターから応援団旗の補修に場所を提供してほしい。（清水日本平運

動公園球技場） 

対応 施設内の空きスペースを作業場として提供。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

施設利用者に対して、３３回の満足度調査を行った結果、９４．４％が「とても満足」か「満

足」という結果であり、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされていることがわかる。 

また、スタッフ応対についてのアンケートでは、全体で８１．４％の利用者が「とても良い」

か「良い」と回答しており、概ね良好であるといえるが、静岡市清水ナショナルトレーニングセ

ンターの９７％に比べ、清水日本平運動公園球技場・庭球場が８４．１％、静岡市清水蛇塚スポ

ーツグラウンドが６９％であり、今後の対応努力が望まれる。なお、静岡市清水庵原球場におい

ては、他の３施設同様のアンケート実施が望まれる。 

（２）市民アンケート 

大浜ビーチフェスタ実行委員会主催の大浜ビーチフェスタ２０１１、静岡新聞社・静岡放送主

催のしずおか元気応援フェア２０１１の際にアンケートを実施した結果、静岡市まちづくり公社

の認知度が４６．８％、静岡市まちづくり公社で実施の教室の受講が９．８％、４施設の認知度

の平均が３１．３％であり、今後の広報活動に期待したい。 

（３）その他の調査 

各施設及び静岡市まちづくり公社のホームページにより、利用者からの意見や要望等を収集、

分析し、改善点の洗い出し等を実施している。 

また、迅速な対応の実施と共に今後の管理運営に活かすよう努力していることも評価できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、予算と比較し、約１５，０００千円の支出削減

が見られる。これは、より効率的で円滑な管理運営を行うために施設間の連携をとり、柔軟な人

員配置及び応援体制をとることにより人件費の削減がなされたものであり、高く評価できる。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

幼児から高齢者までの幅広い世代が、運動レベルに応じて参加できる事業を数多く実施し、施

設利用の促進に努めており、地元住民とのイベント開催による地域連携の強化や、各種団体との

協働事業を通じてスポーツによる健康づくりの推進など、多方面に事業展開をしており、併せて

震災に伴うＪリーグ日程の変更等によるスケジュール調整において、清水日本平運動公園庭球場

利用団体等との再調整や、Ｊリーグチームの急なスケジュール変更に伴うキャンプを静岡市清水

ナショナルトレーニングセンターで受け入れ調整する等、柔軟な対応で円滑に処理できたことは

高く評価できる。 

また、利用者満足度調査においては高い満足度であり、施設利用者数も前年度と比較して増加

していることは評価できるものの、市民アンケートの結果では、認知度は十分ではなく、新規の

利用者の増加を図ることが今後の課題である。 

施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されており、多種多様な事業を展

開するなど、指定管理者制度のメリットが十分に活かされている。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

  課名  スポーツ振興課  

施設の名称 

有度山総合公園運動施設 

城北運動場 

清水長崎新田スポーツ広場 

指定管理者名 

 三幸株式会社 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 各施設とも、施設管理業務、施設利用許可等に関する業務、利用者へのサービス提供に関する業務

を実施したほか、施設維持管理業務等について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従っ

て適切に行われている。 

施設維持管理業務については、適切な維持管理が行なわれており、静岡市と協議を行ない、利用者

の安全・安心を重点においた迅速な対応がとられている。 

各施設の主な修繕内容と対応は、以下のとおりである。 

 ア 有度山総合公園運動施設 

  ・浄化槽内放流槽フロートスイッチ取替 

  ・エアコン室外機ファンモーター交換   

 イ 城北運動場 

  ・給水管漏水修理 

  ・ソーラー時計修理  

 ウ 清水長崎新田スポーツ広場 

  ・床フローリング修理  

  ・架空線支持金物破損修理 

 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者数は、全３施設 274,392 人で、前年度の 248,621 人と比較して増加しており

良好な運営がなされている。 

施設ごとの利用者数は、以下のとおりである。 

 ア 有度山総合公園運動施設 

   116,210 人（前年度 109,541 人） 

 イ 城北運動場 

   55,050 人（前年度 54,626 人） 

 ウ 清水長崎新田スポーツ広場 

   103,132 人（前年度 84,454 人） 

 

（３）事業実施状況 

 教室等の事業については、概ね事業計画のとおり実施されたが、城北運動場のゲートボール教室に

ついては、検討の結果ニーズに合わなかった為開催を見合わせている。今後は、人気教室の継続・拡
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大のほか、利用者ニーズに合わせた新たな教室にも期待したい。 

施設ごとの主な事業の定員と参加者人数は、以下のとおりであり、良好に実施されている。 

 ア 有度山総合公園運動施設       

・テニスコミュニケーションプログラム  定員 1,440 人、参加者人数 409 人 

 ・ターゲットバードゴルフ大会      定員 80人、参加者人数 78人 

 イ 城北運動場 

  ・硬式テニス教室            定員 720 人、参加者人数 657 人 

  ・無料オープニングテニスイベント    定員 30 人、参加者人数 29 人 

 ウ 清水長崎新田スポーツ広場 

  ・歌ってスリム教室            定員 120 人、参加者人数 55 人 

  ・ボッチャ教室             定員 10 人、参加者人数９人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

各施設とも、利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困

難な施設の改善要望等に対しても前向き検討しており、良好な対応がなされている。 

また、利用者団体との連絡調整においても、意見・要望を積極的に取り入れる体制が整えられてい

る点も高く評価できる。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

ア 有度山総合公園運動施設 

 意見等 テニスコートの修繕をして欲しい。 

 対応  施設のスタッフにより、人工芝を購入し接着剤で固定するなどの対策をした。また、部

分張替などの修繕を行った。 

 イ 城北運動場 

 意見等 トイレを洋式にして欲しい。 

 対応  導入を検討しているが施設の状態から導入を見送っている。 

24 年度に城北運動場内の和式トイレに手すりを設置する予定。 

 ウ 清水長崎新田スポーツ広場 

 意見等 グラウンドの草を刈って欲しい。 

 対応  草刈りを実施。今後も時期を見て行う予定。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 教室参加者及び施設利用者に対して満足度調査を行った結果、教室参加者で「とても楽しかった」

「楽しかった」という回答が、３施設平均 92.3％（施設ごとの平均：有度山 87.0％、城北 92.0％、

長崎 98.0％）、施設利用者で「大変良い」「良い」という回答が、３施設平均 85.3％（有度山 82.0％、

城北 86.0％、長崎 88.0％）という結果であり、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされてい

ることがわかる。 

（２）市民アンケート 

 ①市町対抗駅伝（平成 23 年 12 月３日）・②静岡駅北口広場（平成 24 年３月 24 日）にてアンケー

トを実施した結果、各施設の認知度が有度山（①29.2％②34.3％）、城北（①34.1％②28.4％）長崎

（①2.4％②11.7％）で、３施設の平均が 23.35％であった。各施設とも施設の認知度が低かったので、

今後の広報活動に期待したい。 
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（３）その他の調査 

各施設に意見箱を設置し、寄せられた意見に対する回答を掲示するなど良好な市民応対がされてい

る。また、市民の要望、職員の接遇等についての意見を取り入れており、それらを基に改善・検討す

るなどの利用者の意見を施設運営に活かしている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

施設維持管理については、利用者が安全・安心して利用できるよう日常点検等により常に施設全体

の状況を把握している。３施設ともに利用頻度の高いテニスコートの補修の必要性は顕著であるた

め、より積極的な修繕を期待する。 

利用者満足度調査においては非常に高い満足度であるが、市民アンケートではどの施設も認知度が

低かった。今後は、アンケート結果を活かして新規事業を企画するなど、施設の認知度の向上に期待

する。 

施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されており、市民の意見に柔軟に対応す

るなど、指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 

３施設一体管理のメリットを活かした事業展開・維持管理による相乗効果にもさらに期待したい。 

 

－ 33－



 

 

様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  スポーツ振興課   

施設の名称 

体育館（中央、南部、長田、東部、北部） 

西ケ谷総合運動場、清水総合運動場 

清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室） 

指定管理者名 

 

財団法人静岡市体育協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

各施設とも、施設管理業務、施設利用許可等に関する業務、利用者へのサービス提供に関する業務

を実施したほか、施設維持管理業務等について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従っ

て適切に行われている。 

施設管理業務については、適切な維持管理が行なわれており、各施設の主な修繕内容は以下のとお

りである。静岡市と協議を行ない、利用者の安全、安心を重点においた迅速な対応がとられている。 

① 中央体育館 

 屋内プールの大プール底塗装修繕 

 消防設備修繕 

② 南部体育館 

 １Ｆ正面玄関ドア取替修繕 

 正面ガラス耐震用フィルム張替修繕 

③ 長田体育館 

 アリーナ壁張替修繕 

 屋内消火栓ホース、誘導灯、煙感知器取替修繕 

④ 東部体育館 

 天井ボルト及び天井見切縁修繕 

 アリーナ排煙オペレータ窓の開閉不良修繕 

⑤ 北部体育館 

 消防用設備点検結果不良修繕 

 屋外照明灯修繕 

⑥ 西ケ谷総合運動場 

 屋内プール側溝蓋グレーチング取替及び階段床塩ビシート張替修繕 

 陸上競技場フィールド修繕 

⑦ 清水総合運動場 

 陸上競技場フィールド内タータン補修修繕 

 ２５ｍプール駐車場フェンス修繕 

⑧ 清水清見潟公園 

 アリーナ床バスケットボールコートライン引き修繕 

 ２Ｆ会議室空調機修繕 
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（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者数は、全体で 1,286,314 人（大人 850,743 人、小人 435,571 人）となって

おり、前年度の 1,264,319 人との対比で 1.73％の増であり良好な運営がなされている。 

施設ごとの利用者数は、以下のとおりである。 

① 体育館 856,727 人 

（中央体育館 259,153 人、南部体育館 154,862 人、長田体育館 136,276 人、 

東部体育館  100,536 人、北部体育館 205,900 人） 

② 総合運動場 370,799 人 

（西ケ谷総合運動場 202,202 人、清水総合運動場 168,597 人） 

③ 清水清見潟公園 58,788 人 

 

（３）事業実施状況   

教室の内訳は、体育館（中央、南部、長田、東部、北部）では、157 教室 24,238 人、西ケ谷・清水

総合運動場は、22 教室 3,191 人、清水清見潟公園は、８教室 1,561 人、合計 187 教室で 28,990 人が

受講した。概ね事業計画書のとおり実施されており、安全、安心で楽しく運動できる施設運営を目指

し、良好に実施された。 

主な教室の参加者は、以下のとおりである。 

①  体育館 

・ミニバスケットボール教室     定員 600 人  参加者 424 人 

・バスケットボール教室       定員 1,080 人 参加者 552 人 

・卓球教室             定員 1,500 人 参加者 1,231 人 

・親子運動あそび教室        定員 2,400 組 参加者 3,597 人 

・フィットネスＡＭ教室         定員 1,620 人 参加者 1,536 人 

・シニア健康体操教室               定員 3,300 人 参加者 3,259 人 

② 中央屋内プール 

・エンジョイスイムＡＭ教室          定員 240 人  参加者 214 人 

・エンジョイスイムＰＭ教室          定員 240 人  参加者 129 人 

③ 西ケ谷屋内プール 

・エンジョイスイム土曜教室     定員 210 人  参加者 181 人 

・幼児水泳教室           定員 200 人  参加者 200 人 

④ 清水総合運動場 

・女性運動教室               定員 360 人  参加者 319 人 

・高齢者運動教室               定員 270 人  参加者 270 人 

・卓球教室             定員 225 人  参加者 225 人 

⑤ 清水清見潟公園 

・水泳教室             定員 180 人  参加者 166 人 

・ベビーとママの３Ｂ体操教室 

（１歳児コース）          定員 360 組  参加者 630 人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

各施設とも、利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困

難な施設の要望に対しても検討している姿が見える。 

また、利用者団体との連絡調整においても、意見・要望を積極的に取り入れる体制が整えられてい
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る点も高く評価できる。 

全体的には大きな苦情、意見等はないが、利用者の意見にすぐ対応できるような体制がとられてい

る。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

① 意見等プールの水質検査の結果を毎回表示してください。義務と思ってください。 

回答プールの水質検査は毎月行っており、表示義務はないと保健所に確認した。しかし、検査

結果を受付に設置し、誰でも確認できるよう対応した。 

② 意見等車いすの方も利用することがあると思う。２階に行くエレベーターを設置できないのか。 

回答エレベーターの設置については、施設の設計上難しいと考えられる。２階に行く場合は、

受付に声をかけていただき、職員が運ぶなどの対応をしていきます。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

利用者及び教室参加者に対してアンケートを実施しており、職員の接遇等への意見・要望も受け、

今後の管理・運営の参考としている。 

アンケート内容の主なものは、施設、建物及び備品（器具）についての要望や、スポーツ教室につ

いての要望である。 

施設に対する要望に対しては、安心・安全に関わるものから早急な対応が行なわれており、概ね良

好である。 

スポーツ教室等事業に対する声に対しては、今後の教室運営に反映させるような体制を整えてい

る。 

（２）市民アンケート 

 各施設の認知度、施設への要望、教室への参加希望等スポーツ施設に関する WEB 調査を行ない、市

民からの声を施設運営に取り入れている。 

（３）その他アンケート 

各施設のロビーに意見箱を設置し、市民の視点からの意見、要望、職員の接遇等について、意見を

取り入れている。それらを基に改善すべき点の意見を参考とし施設運営を行なっている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおり執行されており良好である。適正

な経理状況である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

各施設とも、施設・設備の修繕等維持管理については、利用者の安心・安全を確保した迅速な対応

が取られており、要望・苦情についても、その後の施設運営に生かしている。 

また、利用者ニーズに沿った新しいスポーツ教室の実施を検討しながら、受講希望の多い教室の定

員拡大、参加条件の緩和等新たな層の開拓を行なっている。 

今後、(財)静岡市体育協会のホームページの充実及び市の広報を通じて、広く各施設の認知度を上

げ、利用率をさらに高めていきたい。 

管理運営全般に関しては、事業計画書に従い良好に実施されており、市民の意見に対応して柔軟に

事業を組み替えるなど、指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 

さらに、災害対応マニュアルの作成等危機管理体制を整えながら、常に危機感を持ち静岡市と連携

しながら、各事業を行なっていくことが望まれる。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 福祉総務課    

施設の名称 静岡市地域福祉交流プラザ 指定管理者名 静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）施設利用者数 

 平成 23 年度の利用者数は 12,446 人で、前年度の 10,801 人と比較して 15％増加しており、良

好な運営がなされている。 

 

（２）事業実施状況 

 地域福祉に関する研修等、啓発・情報提供事業、相談・助言等の事業については、事業計画の

とおり実施されており、良好に実施された。 

 主な事業と参加者は以下のとおり。 

①地域福祉に関する研修等 

 ア 「夏休み１日福祉体験」の開催 

   小・中・高校生を対象に、福祉への理解を深める体験の場として開催。 

   参加者 211 人 

 イ 高齢者の集い担い手育成（レクリエーション）講座の開催 

地域で高齢者を対象とするボランティア活動に関心のある市民を対象にボランティア育成

のためのレクリエーションを開催。 

参加者 16 地区 30 会場 117 人 

ウ 「親子ものづくり体験教室」の開催 

   子どもたちへの情操教育事業としてＮＰＯと共催した。 

 ②啓発・情報提供事業 

 ア 「地域交流まつりの開催」 

   平成 23年 11 月 12 日（土） 来場者 約 3,000 人 

 イ 「地域福祉交流プラザだより」の発行 

   福祉の啓発活動として年３回 48,000 部を発行。 

 ③相談・助言等 

 ア 各種相談事業の実施 

   地域住民が抱える様々な生活問題での悩み・不安や問題を一人で抱えないよう気軽に各種

相談できる場として、職員による心配事相談等を行い、必要に応じ専門機関や専門相談に繋

げた。  

 イ 学生ボランティアの組織化への支援 

市内に通う高校生を対象に、ボランティアネットワーク作りの活動を支援した。 
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２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

指定管理業務の会議室・ボランティア交流室についての意見・要望は特にないが、利用者の意

見にすぐに対応できるように、対応責任者を置くとともに、対応を検討するための組織（苦情解

決委員会）を設けており、良好な体制がとられている。 

 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者満足度調査で、施設利用者に対してアンケートを行った結果、職員の対応については

90％が「非常によい」か「よい」という結果で、前年の 85％から５ポイント上昇しており、利用

した場所・施設や設備の使いやすさについては無回答のものを除くとほとんどの人が「使いやす

かった」と回答しており、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされていることがわかる。 

  

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、若干支出超過が見られるが、支出超過は、今後

の事業費等の削減努力を行えば改善は可能と考えられるため、さらなる努力を期待したい。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 実施事業に関しては、概ね良好に実施されており、施設の設置目的に沿ったものである。 

 施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されている。 

 また、利用者満足度調査においては非常に高い満足度であるが、認知度は十分ではなく、新規

の利用者の増加を図ることが今後の課題である。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名 福祉総務課    

施設の名称 静岡市清水社会福祉会館 指定管理者名 静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）施設利用者数  平成 23 年度の主な施設の件数及び利用者数は下記のとおり。 

 ①大会議室   件数：４０４件   利用者数：１４，８１２人 

 ②中会議室   件数：５１２件   利用者数：１１，５１５人 

 ③調理実習室  件数：１６７件   利用者数： ２，４５８人 

 ④機能訓練室  件数：３１４件   利用者数： ６，３３４人 

 ⑤多目的ホール 件数：５８２件   利用者数：２３，４８７人 

 ＊併設施設「静岡市清水中央老人センター」との合計来館者数は 173,817 人（会館日数 331 日） 

（２）社会福祉資料室運営状況 

 社会福祉、地域福祉に関する図書は定期刊行物、ビデオ等を整備し貸出を行った。 

 来館者数 1,657 人  貸出図書 577 冊  貸出ビデオ 60 本 

 貯蔵図書 5,943 冊  貯蔵ビデオ 246 本 

（３）利用者の安全確保に関する状況   防災訓練の実施 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

苦情取扱要綱に基づき迅速に対応するシステムが構築されており、また、連絡ノートを活用し、

利用者の意見等を反映できるよう工夫をしている。利用者からの意見・要望に対して概ね適切な

対応がとられており、良好な対応がなされているといえる。 

満足度調査で、「不満」、「やや不満」との回答があり、駐車場場所が少ないとの意見があった

が件数は１件ずつであり、これは会議室等を予約時に公共交通機関を使うよう呼びかけた結果

で、即時の対応が困難である要望に対しても前向きに検討されている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 利用者満足度調査の結果、職員対応 86.5％が「満足」か「不満は無い」という結果であった。 

 施設に関する満足度調査においても、大半の利用者が満足度が高い旨の回答をしていた。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務に係る収支状況は、当初予算に従い良好に執行された。 

 収支差額があるため、指定管理選定時に検討したい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 防災・消防訓練を３度行い、さらに津波避難訓練も行っている。「津波避難ビル」へ指定され

たこともあり、危機管理の意識は高い。今後も積極的に防災に対する意識を高めていただきたい。 

 施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されているが、利用者の意見を参考

に、更なる工夫を期待したい。 

 職員対応、施設設備等アンケート調査による満足度は高い評価を得ているため、今後も来館者

にとって利用しやすい場所を提供し続けていくことを期待する。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 福祉総務課         

施設の名称 静岡市中央福祉センター 指定管理者名 静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）会議室貸出状況 

 平成 23年度の会議室利用の件数及び利用者数は下記のとおり。 

 ①31 会議室     件数：608 件   利用者数：15,155 人 

 ②32 会議室     件数：629 件   利用者数： 4,995 人 

 ③33 会議室     件数：756 件   利用者数： 3,731 人 

 ④大会議室     件数：673 件   利用者数：30,221 人 

 ⑤聴覚障害者集会室 件数：612 件   利用者数： 8,456 人 

 ＊合計  3,278 件  62,558 人（会館日数 348 日） 

（２）福祉情報資料室運営状況 

 市民への社会福祉に関する情報提供を目的に、図書、ビデオの貸出を行った。 

 来館者数 6,079 人  貸出図書 1,747 冊  貸出ビデオ 118 本 

 貯蔵図書 8,486 冊  貯蔵ビデオ 590 本 

 （３）入居団体連絡会 

    中央福祉センターに入居している各福祉団体連携及び施設の適正かつ円滑な運営のため、セン

ター入居団体連絡会を４月 26 日と８月 19 日の年２回開催し、中央福祉センターの維持管理や保

安及び防災対策に関することの協議等を行った。 

  （４）利用者の安全確保に関する状況    防災訓練の実施（９月 21 日） 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者の意見にすぐに対応できるように、対応責任者を置くとともに、対応を検討するための

組織（苦情解決委員会）を設けており、良好な体制がとられている。利用者からの意見・要望に

対して概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である要望に対しても前向きに検討し

ており、良好な対応がなされているといえる。駐車場に対する意見については、施設利用時の交

通手段として、公共交通機関の使用を促す等の処置が必要。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 施設利用者に対して、８月～９月の１ヶ月間、満足度調査を行った結果、一般利用者が回答し

た[職員の対応]で「満足」「やや満足」が 62％、「普通」が 31％、「不満」が１件という結果であ

った。 

 会議室・建物の設備では、「普通」が 35％、「満足」が 32％、「やや満足」が 15％と続いた。設

備についての意見は即時の対応は困難であるが、要望に対して前向きに検討している。 

 例：トイレのウォシュレット化。インターロッキング修理（西側避難路の凹凸の補修）等。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに良好に執行された。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 会議室の使用において、仮予約のまま未使用で終わってしまうことがあった問題について、各

利用団体に申し込みの仕方について協力依頼し、利用状況が改善されたことは評価できる。 

 修繕料について、積極的に対応してはいるが、建物の老朽化に伴い改修個所が増える傾向にあ

るため、利用しやすい環境を整備していく必要がある。 

 アンケート数については、施設利用者に比べ少ないため、アンケート実施期間を延長したり、

積極的にアンケートに協力していただくよう働きかけるなど、更なる改善が必要である。 

 施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されているが、利用者の意見を参考

に、更なる工夫を期待したい。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  福祉総務課 

施設の名称 静岡市救護所 指定管理者名 静岡市厚生事業協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。  

（１）施設入退所の状況  

月平均入所者数４９．５人（前年度５０．６人）  

平成23年度通算入所者数２人（前年度６人）  

平成23年度通算退所者数７人（前年度２人）  

（２）事業実施状況  

ア 利用者支援の状況  

施設の性質上、どうしても室内に閉じこもりがちになる入所者に対し、専門講師によるクラブ

活動の実施（生け花・手芸・舞踊）や誕生日外出等、利用者の要望に応じた余暇活動を充実させ

ることで、施設内での生活の満足度向上に努めている。また、「買い物市」の実施や、機能回復

訓練としてフィットネス・インストラクターによるリフレッシュ体操を行なうなど特徴ある生活

支援も実施されており、良好な実施状況であるといえる。 

また、個別支援計画を整備し、この支援計画をもとにきめの細かい支援に努めている。  

イ 地域交流の状況  

「ふれあい盆踊り大会」（参加人数350～400名）や「ふれあい運動会」（参加人数330名）を

通じて、地域住民との交流を盛んに行っており、良好な実施状況である。 

南藁科地区において、連合町内会、小学校、幼稚園、地元交番、それに静岡市救護所を含む福

祉４施設との連携を深め、地元の各種行事に参加できるよう２ヶ月に１度懇談会を開催し、情報

交換をしている。 

（３）その他  

平成 23 年度より一時入所が施設事務費で算定できる等、利用しやすい環境となり、居宅に戻

ることのできない、生活困難者が２名一時入所した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの要望については、全体集会により直接の聞き取り、記名・匿名による投書箱によるも

の、第三者評価委員会による対応を行っている。 

平成 23 年度の要望は、入浴日がインフルエンザの予防接種日にあたり、安全を期して翌日へ変更

としたが、その連絡が当日となってしまったため、入浴日の変更は予め連絡してもらいたいというも

のがあった。今後は入浴日を変更する場合は、出来るだけ早く館内放送により案内するということで

納得した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

本施設は、精神等に著しい障害があり、日常生活を営むことが困難な方のための入所施設であり、

利用者が限定されているため、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。  

（２）利用者満足度調査 
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本施設は、入所者の多くに精神的・知的な障害があり、満足度調査という形式での調査が困難で

あるため、利用者満足度調査は実施していない。  

（３）その他の調査 

市民アンケート、利用者満足度調査を実施していないため、利用者集会において、直接利用者の

意見・要望・苦情を把握することとしている。 また、苦情への対応については、苦情を申し出や

すい環境を整えるため、苦情受付責任者を置くほか、苦情相談に社会性や客観性を確保するため、

苦情第三者委員を設置している。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務に関する収支状況については、概ね予算のとおりに執行されている。民間施設給与等

改善費の認定等により、前年度に比べ事業活動収入が増加した。また害虫駆除や被服費、器具什器費

の支出の減少などにより、事業費支出が減少した。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されている。 なお、高齢者の介護施

設への移行など施設入所者の高齢化の解消や、援助困難ケースの積極的な受入れ等により利用者数の

確保が望まれる。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  障害者福祉課 

施設の名称 

静岡市心身障害者ケアセンター 

指定管理者名 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡県済生会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

①健康診断、医療管理業務 

・利用者の健康チェックは毎日行い、健康管理に努めている。 

・救急時は法人が経営する病院との連携により受診が可能となっており、法人の持つネット

ワークを活かした対応が図られていると評価できる。 

 ②危機管理、防災対策 

・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・防災訓練を月１回実施し、利用者の安全確保に努めている。 

 ③建物・設備等の保守管理業務 

・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

  ・清掃業務については、定期清掃を年３回実施している。また、日常清掃は随時行っている。 

・施設の設備の定期点検は年１回実施しており、特に大きな問題点はなかった。また、平成

23 年度は、機械浴槽の修理等を実施した。 

（２）施設利用者数 

①自立訓練事業（機能訓練）：定員 20 名 

  ・登録者数：７名 

  ・１日平均利用者数：1.3 名（Ｈ22：2.2 名） 

 ②自立訓練事業（生活訓練）：定員 10名 

  ・登録者数：４名 

  ・１日平均利用者数：0.8 名（Ｈ22：0.9 名） 

 ③日中一時支援事業：自立訓練事業の定員の空き利用 

  ・登録者数：125 名 

  ・１日平均利用者数：24.7 名（Ｈ22：20.3 名） 

自立訓練事業の機能訓練と生活訓練については、登録者数は定員を下回っており、それに伴い

１日平均利用者数についても、定員及び登録者数を下回っている。これは、自立訓練事業は有期

限サービスであり、期限終了後に新たな利用希望者が少ないことが大きな理由となっている。 

しかし、期限が終了した利用者は日中一時支援事業に移行していることから、日中一時支援の

利用者数は増加傾向にある。そのため、施設全体の登録者数は 136 名（Ｈ22：132 名）、年間利用

者数は、5,809 名（Ｈ22：5,629 名）と昨年度より増加している。 

自立訓練事業の利用者は少なくなってきているものの、短期集中的なリハビリ等、機能訓練の

必要性が高い利用者は存在するものと考えられ、主として公設施設により引き続きサービス提供

を行う必要はあると考えている。 
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（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

  ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務は適正に行われていた。 

  ・職員会議、指導員会議、利用者会議等を定期的に開催し、利用者支援の向上に努めている。 

 ②利用者支援関係 

  ・機能訓練については、理学療法士、作業療法士による個別訓練が計画どおり実施されてい

た。専門職員による訓練が実施され、良好な結果であった。 

  ・生活訓練については、日常生活能力向上のための訓練が計画どおり実施されていた。 

  ・日中一時支援事業については、創作活動、文化的活動が計画どおり実施された。 

  ・利用者に対するレクリエーション活動として、七夕や餅つき等の季節行事、外出活動等が

行われ、地域や他施設との交流を図ると共に、利用者の心身のリフレッシュとなり、利用

者の処遇向上に役立ったと評価できる。 

  ・入浴サービスが適正に実施され、特に入浴中の事故等は発生しなかった。 

  ・給食サービスについては、利用者によってきざみ食を提供する等、利用者の障害の程度に

合わせたサービス提供が行われている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受付けている。また、意見箱を設置し、意見を受け付け

ている。苦情については法人の苦情取扱要綱に基づいて対応しており、重要な案件については法人

が設置している第三者委員会へ報告し、協議することとしている。 

平成 23 年度においては、特に苦情等はなかった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、障害のある人が通所してリハビリや日常生活訓練等を受ける施設であるため、利

用者が限定されており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が 80％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者が定員を下回っているが、主として公設施設によりサービス提供を行う必要はあるため、

引き続き事業実施にあたり、利用者確保のための取組みを行っていく必要がある。 

なお、協定の内容は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見

を聴取し、施設運営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。今後もこの姿勢を継続し、

良好な施設運営を行っていくことを望みたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市ワーク春日 

指定管理者名 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡県済生会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・健康診断を年１回、保菌検査を月１回実施し、健康管理に努めている。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを随時行っている。 

・防災訓練を月１回実施しており、利用者の安全確保のための取り組みが行われている。 

  ④建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、日常清掃として週３回、定期清掃として年２回実施した。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施しており、特に大きな問題点はなかった。 

   ・授産機器等の管理は、業者による定期点検を実施しており、特に大きな問題なかった。 

 

（２）施設利用者数 

  ①身体障害者通所授産施設（定員３０名） 

   ・１日平均利用者数：２０.７名（Ｈ22：２１.８名） 

  ②福祉ホーム（定員６名） 

   ・入所者数：４.４名（Ｈ22：４.８名） 

身体障害者通所授産施設は定員３０名に対して１日平均利用者数が２０.７名（Ｈ22：２１.８名）

であり、昨年度に比べ約１名減少しており、また定員を満たしていない。これは、長期入院している

利用者や体調不良により欠席する利用者がいるためではある。 

施設としても、特別支援学校や他施設からの実習生の受入、相談支援事業所や特別支援学校の進路

担当者との情報交換等の利用者確保のための取り組みを行っているが、今後も引き続き、利用者確保

のための取り組みを進め、定員を満たすよう努める必要がある。 

 

（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務は適正に行われていた。 

   ・職員会議、指導員会議、利用者会議等を定期的に開催しており、利用者支援の向上に努めてい

ると評価できる。 

  ②利用者支援関係 

    ・授産活動、技術指導が計画どおり実施されており、受注件数は６６４件（Ｈ22：６６３件）と

昨年度に比べ１件増加している。しかし、授産事業収入においては、選挙等大口の受注がなか

ったことから１７,７０１千円（Ｈ22：２０,８２１千円）と昨年度に比べ３,１２０千円減少
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している。 

・ハローワーク主催の面接会に６名参加し、利用者の一般就労に向けた支援が行われた。 

・給食の提供に関して、嗜好調査を行い、利用者の希望を取り入れたうえで、栄養管理ソフトや

利用者の健康診断結果を踏まえた献立を作成している。利用者の希望を把握したうえで健康管

理を行っており、利用者の処遇の向上に努めていると評価できる。 

   ・着脱衣、トイレ、食事、バス乗降時、作業時等に介護職員による介助が行われ、利用者の障害

の程度による支援が行われている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受付けている。また、毎週利用者代表、副代表、各作業室長

の間で会議を行っており、その中で利用者からの意見を受け付けている。  

苦情については法人の苦情取扱要綱に基づいて対応しており、利用契約締結時に渡す重要事項説明書

にも対応方法を記載している。重要な案件については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議

することとしている。 

平成２３年度においては、特に苦情等はなかった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

本施設は、障害のある人が通所して授産活動を行う、及び障害のある人に低価格で居室を提供す

る施設であるため、利用者が限定されており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施してい

ない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目につい

て「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運営がな

されていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 身体障害者通所授産施設及び福祉ホームについて、事業が計画どおり適正に実施されており、良好な

運営状況であった。また、利用者に対する意見聴取を積極的に行い、改善に努める姿勢が見られた。 

 施設の利用者数については、１日の利用者が定員を満たしていないため、施設側でも実習生の受け入

れや、特別支援学校・相談支援事業者と連携した利用者確保の取り組みを行っており、現状改善のため

の姿勢は評価できる。しかしながら定員を満たすに至っていないため、更なる取り組みの強化が必要で

ある。 

 また、授産事業については、受注件数は点字印刷事業において減少した分をＤＴＰ事業における新規

顧客確保等によりカバーしたことで、昨年度とほぼ同数であったが、収入額は減少したことから、収入

額確保に向けた更なる取り組みが望まれる。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 

静岡市清水みなとふれあいセンター 

指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

①危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済であり、マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・総合防災訓練を年２回実施、避難訓練は毎月１回実施した。利用者の安全確保に努めてい

る。 

  ②建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床面清掃を年４回実施した。日常清掃は職員で随時対応している。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。平成２３年度は本館自動ドアの交換等を行

った。 

 

（２）事業実施状況と利用者数 

  ①機能訓練・創作的活動 

   ・機能訓練、社会参加促進のため、書道教室・ペン習字・パソコン教室・陶芸教室等９教室

を開催し、年間９４回（Ｈ22:１２１回）実施し、９１９人（Ｈ22:1,172 人）参加した。 

   ・体力増進のため、卓球・ボッチャ・水中運動・グランドゴルフ・フライングディスク・レ

クリエーションの計６教室を開催した。年間で延べ１０１回（Ｈ22:９３回）実施し、１,

４２４人（Ｈ22:１,２４９人）参加した。 

 ②障害者福祉団体等に対するサービス提供 

   ・５月に開催された清水区障害者スポーツフェスティバルの運営を行い、バス運行に協力し

た。 

   ・９月に開催された「ふくしのまつり」において、車椅子体験を実施した。 

   ・７月、３月にグランドゴルフ大会を行い、バス運行に協力した。 

   ・２月に実施された卓球大会の運営協力を行った。 

   ・１１月に開催された静岡市清水地域福祉文化総合作品展の運営協力を行った。 

  ③ボランティアの養成等 

   ・８月にみなとふれあい福祉学級を開催し、２２人（Ｈ22:３３人）参加した。 

  ④啓発活動 

   ・みなとだより（広報誌）を年１２回発行し、施設の情報発信に努めた。 

  ⑤地域福祉活動 

   ・駒越地区敬老の集いの参加者のバス送迎を行い、１２０人の対応を行った。 
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   ・駒越地区福祉活動計画への参画を行った。（レクリエーション大会、障害者施設見学への協

力） 

  ⑥静岡市障害者スポーツ教室 

   ・市からの委託事業である障害者スポーツ教室を年４回（６月(２回)、１１月、３月）に開

催し、７２人（Ｈ22:６８人）参加した。 

  ⑦手話講習会 

   ・市からの委託事業である手話講習会を４会場で計９２回開催し、１１４人（Ｈ22：１３０

人）が参加した。 

  ⑧点字講習会 

   ・点字講習会を清水及び静岡会場で計１２回開催し、１３人（Ｈ22：２７人）が参加した。 

⑨要約筆記講習会 

   ・手書きコースは計１１回開催し、８人（Ｈ22：１３人）が参加した。 

   ・パソコンコースは計６回開催し、５人（Ｈ22：５人）が参加した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た意

見・苦情とその対応は以下のとおり。 

① 他の利用者から付き添いを連れての教室利用はできないと言われたので、教室を辞めたい。 

（対応） 

  ・教室の利用は辞め、単発での行事のみ一人で利用することとした。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、身体に障害のある人を対象に講座や教室等を開催している施設であり、利用者が

限定されているため、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超える結果となっており、利用者の多くにとって

適切な施設運営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 各種講座、教室の開催は計画どおり実施されており、良好な結果であった。また、新規利用者を

獲得するとともに、地域との関わりを重視し、地域の様々な行事に参加していることは評価できる。

今後もこの姿勢を継続し、良好な施設運営に努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市清水うみのこセンター 

指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

①危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・施設での防災訓練を年２回行っており、利用者の安全確保に努めている。 

  ②建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床面清掃を年４回実施した。日常清掃は職員で対応している。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施した。 

 

（２）施設利用者数 

   ・施設利用登録者数：１６１人（Ｈ22：１５６人） 

   ・年間利用者数：４,３９２人（Ｈ22：４,５３３人） 

   ・１日平均利用者数：２０.１人（Ｈ22：２１.０人） 

  当施設では利用定員を設けておらず、利用希望者については受入可能な範囲で受入を行ってい

る。登録者数は昨年度に比べ５人、年間利用者数は１４１人減少したが、登録者数は年々増加傾

向にある。 

  

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き等の事務について、適正に事務が行われていた。 

   ・入園に関する説明会の開催、利用希望者への情報提供及び発達に問題がある子どもの支援

方法や理解についての説明等を保育園や幼稚園を訪問して実施している。 

  ②利用者支援関係 

   ・母子療育訓練では、グループ訓練と個別訓練を実施した。グループ訓練では、生活習慣や

運動能力、理解力等の向上と対人関係や社会性の発達を促すことを目標に訓練が計画どお

り実施された。個別訓練では、個別のプログラムを策定し、それに沿った訓練が実施され

た。 

   ・区内の保育園との交流保育を毎週水曜日に行い、保育園入園に向けた訓練が実施された。 

   ・臨床発達心理士による療育相談会を年１２回実施した。 

   ・清水、蒲原保健センター主催のフォローグループの会に年３６回参加し、問題のあるケー
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スへのアプローチ等を行った。 

   ・保健センターへの職員派遣、静岡市心身障害児福祉センターいこいの家や区内保育園との

連絡会の開催、教育委員会や静岡市幼児言語教室との連携による情報交換等他機関、他団

体との連携を図り、子どもと保護者の支援の充実に努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た苦

情・意見と対応は以下のとおり。 

 ① 帰宅後、子どもの目にあざがあったが、職員の対応はどのようになっているのか。 

（対応） 

  ・利用者（子ども）間のトラブルではあったが、職員側が目が届いていなかったことを謝罪す

るとともに、利用者双方のグループを変更することとした。 

 ② 活動中、利用者の頭を支えたところ、母親には頭を押さえたように見え、その職員の対応が許

せない。 

（対応） 

  ・その時の状況等を説明するとともに、誤解を与えることとなったことに対しては謝罪をした

が、保護者は納得ができず退所することとなった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、障害のある児童が通所して療育支援を受ける施設であるため、利用者が限定され

ており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。また、年々利用登録者が増加す

るなか、より多くの方々からの相談・利用に応じられるよう、各グループの人数を増やすことや、

一人あたりの活動回数を調整する等の姿勢は高く評価できる。 

今後もこの姿勢を継続し、良好な施設運営に努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 静岡市清水なぎさホーム 指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・健康診断を年２回、尿検査・ぎょう虫検査を年１回実施し、体重測定は毎月実施する等、

利用者の健康管理が適正に行われている。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。またマニュアルや計画の見

直しを随時行っている。 

・総合防災訓練を年２回実施、避難訓練は毎月１回実施しており、利用者の安全確保のため

の取組みが行われている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床清掃を年４回実施し、日常清掃は職員で対応している。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。 

 

（２）施設利用者数 

  ・重度心身障害者生活訓練ホーム：定員２０名 

  ・登録者数：１０名（Ｈ22：１０名） 

  ・１日平均利用者数：８.２名（Ｈ22：８.２名） 

  利用者数が利用定員を大幅に下回っており、在籍者は平成 23 年度末で１０名となっている。１

日平均利用者数が在籍者数を下回っていることについては、当日体調不良により欠席者が出るこ

とがあるため等であるが、在籍者数も利用定員を下回っているため、利用者数が増えない原因を

分析し、利用者確保に努めることが課題である。 

  

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われてい

た。 

   ・施設の様子や行事予定等を掲載した「なぎさだより」を月１回発行し、施設の情報提供に

努めた。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

  ②利用者支援関係 
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   ・体育、療育活動では、感覚運動やプール活動等が計画どおり実施された。 

   ・レクリエーション活動では、クリスマス会やもちつき大会等の季節行事、その他調理活動

などが実施され、利用者の心身のリフレッシュに役立っていると評価できる。 

   ・外出訓練として七夕見学や体験学習等が実施された。 

   ・送迎サービスについては送迎を希望する利用者（８名）に対し、毎日の送迎を実施した。 

  ③その他 

   ・平成 24年度からの新事業体系移行に向け、利用者等への説明を行い、スムーズな移行に努

めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た意

見・苦情と対応は以下のとおり。 

 ①連絡ノート等、荷物の入れ間違いが何度かあったので、気をつけて欲しい。 

（対応） 

  ・入れ間違いについては謝罪し、今後は間違いが起こらないよう職員全員での認識を共有した。 

 ②土曜日の開所をして欲しい。 

（対応） 

  ・指定管理の契約との関係があるので現状では難しいが、平成 25 年度以降検討することで理解

をお願いした。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、重度の障害のある人が通所して訓練等を受ける施設であるため、利用者が限定さ

れており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23年度の調査結果は、各項目につ

いて「はい」「まあまあ」の割合が約９０％となっており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。また、今年度についても引き続

き、送迎を希望する利用者全員に対して毎日送迎を実施している点、また年度途中より看護師を複

数配置した点については、利用者に対するサービスの向上、また利用者確保を行う点においても、

高く評価できる。 

しかしながら、施設の利用者数については、１日の利用者数及び登録者数が定員を満たしていな

いため、実習生の受入や、相談支援事業者と連携した利用者確保の取り組みを行っている。施設側

の現状改善のための姿勢は評価できるが、定員を満たすに至っていないことから、更なる取り組み

の強化が必要である。 

この利用者の確保については、市としても考えていく必要があると感じている。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市清水うなばら学園 

指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・定期健康診断を年２回、その他歯科検診、結核検診等を実施し、利用者の健康管理を行っ

た。特に問題はなく、利用者の健康管理が適正に行われた。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・火災・地震等を想定した防災訓練を月１回実施し、利用者の安全の確保に努めている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床清掃を年４回実施し、日常清掃は職員で対応している。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。平成２３年度は特に大きな修繕はなかった。 

 

（２）施設利用者数 

  ・知的障害者通所更生施設：定員６０名 

  ・登録者数：５７名（Ｈ22:５６名） 

  ・１日平均利用者数：４６.９名（４６.６名） 

１日平均利用者数が在籍者数を下回っていることについては、当日体調不良により欠席者が出

ることがあるため等であるが、在籍者数も利用定員を下回っているため、利用者数が増えない原

因を分析し、利用者確保に努めることが課題である。 

   

（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われてい

た。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

   ・特別支援学校の進路体験学習として生徒の受入、資格取得・福祉体験実習として大学生や

一般市民の受入を行った。 

  ②利用者支援関係 

   ・個別活動（外出活動、プール活動等）及びグループ活動（音楽療法、創作活動、軽スポー

ツ等）が計画どおり実施された。 
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   ・レクリエーション活動では、夏祭り、クリスマス会、もちつき大会等の季節行事、その他

一泊旅行の実施、障害者スポーツフェスティバル及び中部地区交流スポーツ大会への参加、

福祉イベントでのバザー出店などを行い、利用者の心身のリフレッシュを図るとともに、

利用者間の交流、他施設や関係団体及び地域との交流を図ることに努めた。 

   ・第１、３土曜日に施設を開所し、利用者の処遇向上と利用率向上に努めた。 

    （土曜日利用率 ４２.５％（Ｈ22:４１.９％）） 

  ③その他 

   ・平成 24年度からの新事業体系移行に向け、利用者等への説明を行い、スムーズな移行に努

めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た意

見・苦情と対応は以下のとおり。 

 ① 施設利用中に虐待を受けているのではないか。 

 （対応） 

  ・職員による度が過ぎたスキンシップが認められたため、該当職員に注意するとともに、父親

及び利用者に謝罪をした。 

 ② 施設利用中に他害行為を受けているのではないか。 

 （対応） 

  ・他害行為を行う利用者との接触をしないようにした。 

 ③ 利用者を呼び捨てにする等、職員は言動に気をつけて欲しい。 

 （対応） 

  ・該当職員に事実を確認し、注意を促した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、障害のある人が通所してリハビリや日常生活訓練等を受ける施設であるため、利

用者が限定されており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者が定員を下回っているが、今年度は在宅者の受入により利用者が１名増加するなど、新規

利用者の増加に向けた取り組みを行っていることは評価ができる。 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、施

設運営に反映していこうとする姿勢も見られるため、今後もこの姿勢を継続し、良好な施設運営に

努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市清水うしおワーク 

指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・定期健康診断を年２回、その他歯科検診、結核検診等を実施した。特に問題はなく、利用

者の健康管理が適正に行われた。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・火災、地震等を想定した防災訓練を月１回実施しており、利用者の安全確保に努めている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床清掃を年４回実施した。日常清掃は職員で対応している。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。平成２３年度は女子トイレ便器の取り替え

等を行った。 

 

（２）施設利用者数 

  ・身体障害者通所授産施設：定員５０名 

  ・登録者数：５２名（Ｈ22:５２名） 

  ・１日平均利用者数：４６.６名（Ｈ22:４６.７名） 

  １日平均利用者数が定員を下回っているが、これは障害の状態等から、当日体調不良により欠

席する場合があるためと考えられる。なお、登録者数については、定員を上回っている状況であ

り、年間利用者数は１２,５３６名（Ｈ22:１２,４４４名）と向上している。 

  

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われてい

た。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

   ・特別支援学校の進路体験学習として生徒の受入、資格取得・福祉体験実習として小・中・

高校生や大学生、一般市民の受入を行った。 

  ②利用者支援関係 

   ・授産活動が計画どおり実施された。作業内容は以下のとおり。 
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     （有）ミカタ製作所：戸車の組立加工 

     （有）鈴恵工業：プラスチック製品の袋詰め 

     （株）日立アプライアンス：エアコン部品の加工作業 

      安藤紙業：古紙回収 

     蒔田紙器：段ボール板型抜き 

   ・レクリエーション活動では、クリスマス会やもちつき大会等の季節行事、その他一泊旅行、

障害者スポーツフェスティバルや中部地区交流スポーツ大会への参加等を行い、利用者の

心身のリフレッシュを図るとともに、利用者間の交流、他施設や関係団体との交流を図る

ことに努めた。 

   ・第１、３土曜日に施設を開所し、利用者の処遇向上と利用率向上に努めた。 

    （土曜日利用率 ３４.１％（Ｈ22:３６.８％）） 

  ③その他 

   ・平成 24年度からの新事業体系移行に向け、利用者等への説明を行い、スムーズな移行に努

めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た苦

情・意見と対応については以下のとおり。 

 ① 職員が利用者に対し、冗談で言った言葉により気持ちが落ち込んだため、言葉には注意して欲

しい。 

（対応） 

  ・保護者及び利用者に謝罪するとともに、職員間で利用者への接し方について確認を行った。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、障害のある人が利用する施設であるため、利用者が限定されており、広く市民一

般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。授産活動においては、古紙回収

事業において古紙単価が上昇したことから、収入額を昨年度から４０万円余り増加させることがで

きた。 

また、利用者からの意見を聴取し、施設運営に反映していこうとする姿勢が見られた点も評価で

きる。今後もこの姿勢を継続し、良好な施設運営に努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市清水ひびきワーク 

指定管理者名 

社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・定期健康診断を年２回実施し、利用者の健康管理が適正に行われている。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直し

を随時行っている。 

・火災、地震等を想定した避難訓練を月１回実施しており、利用者の安全確保のための取組

みが行われている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、床清掃を年４回実施した。日常清掃は職員が行っている。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。 

 

（２）施設利用者数 

   ・身体障害者通所授産施設：定員２０名 

   ・登録者数：１９名（Ｈ22:１８名） 

   ・１日平均利用者数：１２.７名（Ｈ22:１２.９名） 

   １日平均利用者数が契約者数を下回っているのは、当日体調不良により欠席する人がいるこ

と等によるものである。今年度は１名登録者を増やすことができたが、引き続き利用者確保

のための取組みが必要である。 

  

（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料徴収等の事務について、適正に事務が行われていた。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

②利用者支援関係 

   ・授産活動が計画どおり実施された。作業内容は以下のとおり。 

     外岡作業所：箱折（ケーキトレー、菓子の箱折り、ひも通し） 

     丸京産業：プラグコード入れ（自動車部品） 

蒔田紙器：段ボール型抜き、組み（薬品梱包用） 

安藤紙業：分別作業 
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   ・レクリエーション活動では、七夕見学やもちつき大会等の季節行事、その他調理活動や、

バスハイク等の外出活動を行い、利用者の心身のリフレッシュを図ると共に、利用者間の

交流や利用者と職員の親睦を深めることに努めていると評価できる。 

   ・第１、３土曜日に施設を開所し、利用者の処遇向上と利用率向上に努めた。 

（土曜日利用率 ２２.１％（Ｈ22:２１.９％）） 

  ③その他 

   ・平成 24年度の新事業体系移行に向け、利用者へ説明等を行い、スムーズな移行に努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については意見箱を設置し、随時受け付けることとしている。 

苦情については、第三者も含めた苦情委員会で協議することとしている。平成 23 年度に出た意

見・苦情と対応は以下のとおり。 

① 作業手順・内容等に不満があり納得がいかないので、施設を辞めたい。 

（対応） 

  ・作業の現状を説明するとともに、今後内容改善を約束した。 

 ② 利用者間トラブルに介入した職員から一方的に責められたため、話をしっかり聞いて欲しい。 

 （対応） 

  ・該当職員には改善を求めるとともに、利用者にもその旨伝え、納得を得た。 

 ③ 他の利用者から中傷的な内容の手紙が来た。 

 （対応） 

  ・職員が間に入り、三者で話し合いを持つとともに、手紙を受け取った利用者に対しては、困

ったことがあれば職員に相談するよう伝えた。 

 ④ トイレの足ふきマットが動いてしまい転ぶ恐れがあるので、動かないようにして欲しい。 

 （対応） 

  ・動かないような措置を行った。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、障害のある人が通所してリハビリや日常生活訓練等を受ける施設であるため、利

用者が限定されており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が９０％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、施

設運営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。 

また今年度は利用登録者を１名増やすことができたが、引き続き利用者確保のための取組みが必

要である。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 静岡市わらしな学園 指定管理者名 社会福祉法人静岡市厚生事業協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

①健康管理 

   ・定期健診及び歯科検診を年１回、生活習慣病検診、各種予防接種は希望者に実施した。 

   ・通院の必要がある利用者に対しては、通院の付き添いを行った。特に大きな問題は発生せ

ず、利用者の健康管理が適正に行われている。 

  ②危機管理・防災対策 

   ・危機管理マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを随時行って

いる。また、月１回定例避難訓練を実施しており、利用者の安全確保に努めている。 

   ・職員が社会福祉施設等職員防災研修会に参加した。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

・施設の設備の定期点検は、年１回実施しており、空調室外機等の修理を行った。 

   ・施設の清掃業務は、第三者に委託しており、定期清掃は年４回実施、害虫駆除を年 1回実

施、厨房害虫駆除を年２回実施した。また、トイレ清掃は職員が毎日清掃している。 

  

（２）施設利用状況 

  ①知的障害者入所更生（定員 80 名） 

   ・平成 23 年度当初：78名 

   ・平成 23 年度末：80 名 

   ・新規入所者：２名 

   ・退所者：０名 

  ②短期入所（定員４名） 

   ・１日平均利用者数（日中のみ）：0.8 名（Ｈ22：0.6 名） 

   ・１日平均利用者数（宿泊込）：3.6 名（Ｈ22：2.9 名） 

  ③共同生活援助（定員７名） 

   ・平成 23 年度当初：７名 

   ・平成 23 年度末：７名 

 

（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われてい

た。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

・職員を各種研修等に参加させており、職員の資質向上に努めていると評価できる。 
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②利用者支援関係 

ア．日常生活支援 

     ・入浴サービスは毎日提供した。入浴時の問題等は発生していない。 

     ・食事提供は、障害の程度や本人の状態に合わせ、きざみ食等の対応をした。 

     ・排泄時に排泄状況を確認し、チェック表を作成した。 

   イ．作業活動 

     ・保育用具の箱詰め等の軽作業を実施した。 

     ・近隣の農地を借用し、野菜の栽培を行った。 

   ウ．余暇活動 

     ・他施設との交流事業、地域のスポーツ大会への参加を行った。地域や他施設との交流

に積極的な姿勢が見られ、評価できる。 

     ・日帰り旅行を年２回実施した。その他ニーズに応じて外食、買物等の外出を行った。

利用者のニーズを把握し、処遇の向上に努めていると評価できる。 

   エ.その他 

     ・利用者が無断で敷地外に外出し、施設から離れた場所で保護される事案が発生した。 

  ③その他 

   ・平成 24 年度からの新事業体系移行に向け、保護者への説明等を行い、スムーズな移行に

努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望については随時受付けている。苦情の内容は法人に報告し、重要な案件

については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議することとしている。 

 平成 23年度においては、特に苦情等はなかった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、知的障害のある人が入所する施設であるため、利用者が限定されており、広く市

民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23 年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が概ね 80％を超えており、利用者の多くにとって適切な施

設運営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

協定の内容は概ね計画のとおり実施されているが、利用者が無断で敷地外に外出し、施設から離

れた場所で保護された事案については、利用者に対する重大な事故につながる可能性があったこと

から、利用者の安全管理のあり方について検討し、再発防止に努めていただきたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 わらしなロッジ 指定管理者名 社会福祉法人静岡市厚生事業協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

①健康管理 

   ・身長、体重、血圧の検査は毎月実施し、利用者の健康管理に努めた。また、その他歯科検

診、血液検査、尿検査、胸部エックス線検査、胃の検査、検便を年１回実施した。特に問

題はなかった。 

  ②危機管理・防災対策 

   ・危機管理マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを随時行って

いる。 

・月１回定例避難訓練を実施した。（地震想定、火災想定等） 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

・施設の設備の定期点検は、年１回実施している。平成 23 年度は、手すりの設置等を行っ

た。 

   ・施設の清掃業務は、第三者に委託しており、定期清掃は年２回実施した。 

  

（２）施設利用状況 

   重度障害者生活訓練ホーム：定員 20名 

   ・登録者数：21名（Ｈ22：19 名） 

   ・１日平均利用者数：19.4 名（Ｈ22：17.4 名） 

平成 23 年度は登録者数について２名増加し、定員を超える登録者となったことから１日平

均利用者数については、ほぼ定員どおりの利用者数となった。 

 

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われてい

た。 

   ・個別面談、保護者懇談会を実施し、利用者とその保護者との連携、連絡調整を行った。 

  ②利用者支援関係 

   ・日常生活支援として、排泄、食事の介助を実施した。利用者は重度の障害のある人もおり、

支援が必要となるため、適切な対応が図られていると評価できる。 

   ・日中活動として、農作業、ちぎり絵、折り紙、ストレッチ等の体育活動、外出活動を実施

した。特に問題なく、計画のとおり実施されている。 

   ・季節行事として中部地区交流スポーツ大会への参加、地域でのふれあい盆踊り及びふれあ
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い運動会への参加等を行った。利用者間の交流、他施設や地域との交流を深めると共に、

利用者の心身のリフレッシュが図られており、利用者の処遇の向上につながるものと評価

できる。 

  ③その他 

   ・平成 24 年度からの新事業体系移行に向け、保護者への説明等を行い、スムーズな移行に

努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受付けている。苦情の内容は法人に報告し、重要な案件

については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議することとしている。 

 平成 23年度においては、特に苦情等はなかった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、重度の障害のある人が通所して訓練等を受ける施設であるため、利用者が限定さ

れており、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成２３年度の調査結果は、各項目に

ついて「はい」「まあまあ」の割合が概ね 90％を超えており、利用者の多くにとって適切な施

設運営がなされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。特に利用率については、定員

20 人に対して平均利用者数 19.4 人/日と高い数値となっていることから、今後もこの姿勢を継続

し、良好な施設運営を行っていくことを望みたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 静岡市足久保学園 指定管理者名 社会福祉法人明光会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・定期健康診断を年２回、その他歯科検診、婦人科検診、保菌検査等を実施し、利用者の健康管

理を行った。特に問題はなく、利用者の健康管理が適正に行われた。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを随

時行っている。また、法人で防災委員会、リスクマネジメント委員会等各種委員会を設置して

おり、対応を図っている。施設での防災訓練は月１回実施し、利用者の安全確保に努めている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、委託をせず、毎日職員が施設の清掃を行っている。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。 

 

（２）施設利用者数 

   ・知的障害者通所授産施設：定員 60名 

   ・利用登録者数：60 名（Ｈ22：57 名） 

   ・１日平均利用者数：53.1 名（Ｈ22：51.6 名） 

利用者数が利用定員を下回っているが、１日平均利用者数が定員を下回っているのは、当日体調不

良等の理由により欠席する利用者がいるためである。登録者数については昨年度に比べ３名増加して

おり、今年度においては定員と同数の利用者を確保したところである。 

 

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われていた。 

   ・法人が経営する静岡市障害者等支援事業「障害者地域サポートセンター北斗」及び安倍寮での

短期入所事業と連携し、居宅介護事業に関する情報提供、ケアマネジメントを行い、利用者と

その家族の地域生活支援に努めた。 

   ・社会福祉法人静岡県社会福祉協議会等による福祉サービス第三者評価を受け、サービスの向上

に役立てた。 

   ・権利擁護や苦情解決、各種資格取得のための職員研修を実施し、職員の資質の向上に努めた。 

②利用者支援関係 

   ・利用者の訓練が計画どおり実施された。訓練内容は以下のとおり。 

     創作活動：裂き織り、絵画、手工芸品 

     自主製品作業：パン製造販売、裂き織り 
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     施設外授産活動：重度心身障害児施設での洗濯業務、衣類整理業務、 

古紙回収業務 

     受託作業：プラモデルの袋詰及び箱詰、玩具のシール貼り、袋詰及び箱詰 

   ・日常生活指導として、ＡＤＬの訓練（着脱衣、排泄、食事等の指導や調理、洗濯、掃除等の家

事の指導）が計画どおり実施された。 

   ・レクリエーション活動として、明光会合同運動会及び中部地区交流スポーツ大会への参加、文

化祭、お誕生日会、お楽しみ会等を開催し、利用者の心身のリフレッシュを図るとともに、利

用者間の交流、他施設及び他機関との交流が図られた。 

  ③その他 

・平成 24 年度からの新事業体系移行に向け、保護者への説明等を行い、スムーズな移行に努め

た。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受け付けることとしている。苦情については、法人設置の苦

情解決委員会で対応している。平成 23年度に出た苦情・意見と対応については以下のとおり。 

 （苦情内容） 

   利用者関係者が送迎車両の停留所前にある会社敷地内で、喫煙及び小便を行ったことから、送迎

車両停留所の変更を行っていただきたい。 

（対応） 

   園長が当該会社に対し謝罪するとともに、送迎車両停留所を変更した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、知的障害のある人が通所して授産活動を行う施設であるため、利用者が限定されてお

り、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23 年度の調査結果は、各項目につい

て「はい」の割合が 80％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされていると

判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、施設運

営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。 

また、授産事業において自主製品のパンの販路拡大のため、呉服町商店街の一角での販売を行う等、

指定管理者の創意・工夫による積極的な取組みが行われている。今後もこの姿勢を継続し、良好な施設

運営を行っていくことを望みたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称 

桜の園 

指定管理者名 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡県済生会 

１ 履行状況 

   業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・利用者の健康診断を年１回実施した。利用者の健康管理が適正に行われている。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを

随時行っている。また、防災訓練を月１回実施しており、利用者の安全確保に努めている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、日常清掃として毎日実施し、定期清掃として年２回実施した。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。平成２３年度は、風呂排水ポンプ、女子トイ

レの及びエアコン等の修繕を実施した。 

 

（２）施設利用者数 

  ①身体障害者療護施設：定員 50 名 

   ・１日平均利用者数：49.8 名（Ｈ22：48.2 名） 

  ②短期入所事業：定員５名 

   ・１日平均利用者数：2.5 名（Ｈ22：3.7 名） 

  ③自立訓練事業（機能訓練）：定員 15 名 

   ・１日平均利用者数：0.4 名（Ｈ22：0.4 名） 

  ④日中一時支援事業：自立訓練事業の定員の空利用 

   ・１日平均利用者数：8.3 名（Ｈ22：8.1 名） 

身体障害者療護施設については、ほぼ定員に近い利用であった。 

短期入所事業については年間利用者数が 904 名と昨年度に比べ 442 名減少しているが、これは長

期にわたって短期入所を利用していた利用者３名が入所に移行したこと等によるものである。 

自立訓練事業については、有期限のサービスであり、期限終了後に新規の利用希望者が少ないこ

とが定員を満たしていない理由として挙げられる。しかし、期限が終了した利用者は日中一時支援

事業に移行して利用する方が多いことから、日中一時支援事業の利用者数は増加傾向にある。その

ため、自立訓練事業と日中一時支援事業の年間利用者数は、2,099 人（Ｈ22：2,079 人）とほぼ昨

年度並みとなっている。 

しかしながら、自立訓練事業の利用者が少なくなっていることから、現行サービスの需要につい

て分析するとともに、提供するサービスについても検討していく必要がある。 
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（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務は適正に行われていた。 

  ・職員会議、指導員会議、利用者会議等を定期的に開催し、利用者支援の向上に努めている。 

  ②利用者支援関係 

   ア．身体障害者療護施設 

     ・入所者に対して個別支援計画を策定し、計画どおりに支援が実施された。 

     ・給食サービスについては、選択メニューを拡大させ、利用者の嗜好に合わせた食事提供

を行うと共に、看護師による健康講演会を開催し、利用者の健康維持に努めた。 

   イ．短期入所事業及び日中一時支援事業 

    ・日中一時支援事業については、創作活動、文化的活動が計画どおり実施された。 

    ・利用者に対するレクリエーション活動が計画どおり実施され、利用者の処遇向上に努めた。 

    ・入浴サービスが適正に実施され、特に入浴中の事故等は発生しなかった。 

    ・給食サービスについては、利用者によってきざみ食を提供する等、利用者の障害の程度に

合わせたサービス提供が行われている。 

  ③その他 

    ・平成 24 年度の新事業体系移行に向け、利用者へ説明等を行い、スムーズな移行に努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受付けている。苦情については法人の苦情取扱要綱に基づ

いて対応しており、重要な案件については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議すること

としている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、身体障害のある人が、入所及び通所する施設であるため、利用者が限定されており、

広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23 年度の調査結果は、各項目につ

いて「はい」「まあまあ」の割合が概ね 80％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運

営がなされていると判断でき、特に自立訓練のうち「サービスの提供について」の項目において、

「はい」の割合が昨年度に比べ２割程度増加している項目があり、引き続き利用者に対して満足

度の高いサービス提供を行っていただきたい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

短期入所事業について、１日の平均利用者数が定員の半分となっているため、新規利用者確保に向

けた取り組みを強化していただきたい。 

また、自立訓練事業についても、１日平均利用数が大幅に定員を下回っているため、利用者確保の

ための取り組みを行うと共に、現在提供しているサービスの必要性や、サービス需要の分析を行い、

今後の事業運営を検討する必要がある。 

協定の内容は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、

施設運営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。今後もこの姿勢を継続し、良好な施設

運営に努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

課名  障害者福祉課 

施設の名称  

桜の園生活訓練ホーム、桜の園城北館 

指定管理者名 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡県済生会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  ①健康診断、医療管理業務 

   ・健康診断年１回、歯科検診を年１回実施した。特に問題はなく、利用者の健康管理が適正に

行われている。 

  ②危機管理、防災対策 

   ・危機管理に関する各種マニュアル、防災計画を策定済である。マニュアルや計画の見直しを

随時行っている。また、防災訓練を月１回実施しており、利用者の安全確保に努めている。 

  ③建物・設備等の保守管理業務 

   ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

   ・清掃業務については、定期清掃として年２回実施した。 

   ・施設の設備の定期点検は年１回実施している。平成 23 年度は、エアコン空調工事等を実施

した。 

 

（２）施設利用者数 

  ①静岡市桜の園生活訓練ホーム：定員 25 名 

   ・在籍者数：22名 

・１日平均利用者数：13.5 名（Ｈ22：13.3 名） 

  ②静岡市桜の園城北館：定員 25 名 

   ・在籍者数：15名 

・１日平均利用者数：11.7 名（Ｈ22：10.8 名） 

利用者数は、在籍者数及び１日平均利用者数共に定員を下回っているが、桜の園生活訓練ホーム

の年間利用者数は、3,258 名（昨年度 3,210 名）と昨年度を若干上回っている。また、城北館につ

いても、年間利用者数は、2,828 名（昨年度 2,604 名）と昨年度を上回っている。城北館について

は、特別支援学校卒業生１名が新規に利用したことによるものである。 

しかしながら、特に城北館については在籍者数が定員を大幅に下回っていることから、利用者確

保のための取り組みを引き続き行うと共に、利用者確保のための必要なサービスについて検討する

必要がある。 

 

（３）事業実施状況 

  ①施設運営関係 

   ・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務について、適正に事務が行われていた。 

   ・個別支援会議、関係機関との間でのケース会議を開催し、利用者の処遇について検討を行っ
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た。 

  ・城北館では、夜間・休日に施設の会議室を一般に開放し、地域の会合等に利用され、地域の

自治会活動に寄与した。 

  ②利用者支援関係 

   ・利用者に対して個別支援計画を策定し、計画どおりに支援が実施された。 

   ・施設においてサービスマニュアルを作成しており、サービスの質の向上を図っていると評価

できる。 

   ・グループでの音楽療法や創作的活動、レクリエーション活動を行った。利用者の社会性やコ

ミュニケーション能力の向上に努めていると評価できる。 

   ・法人の持つネットワークを活用し、静岡医療福祉センターとの連携により、専門職員による

リハビリテーションが行われ、利用者の健康管理や医学的な支援の充実を図っており、評価

できる。 

  ③その他 

    ・平成 24 年度からの新事業体系移行に向け、利用者への説明等を行い、スムーズな移行に

努めた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望については随時受付けている。また、苦情については法人の苦情取扱要綱

に基づいて対応しており、重要な案件については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議す

ることとしている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本施設は、重度の障害のある人が通所して訓練等を行う施設であるため、利用者が限定されて

おり、広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23 年度の調査結果は、各項目につ

いて「はい」「まあまあ」の割合が 90％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運営が

なされていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、施設

運営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。 

ただし、利用者数については、定員を下回っているため、利用者確保の取り組みについて、市とし

ても考えていく必要があると感じている。 
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様式第 25号 

年 度 評 価 シ ー ト 

 課名  障害者福祉課 

施設の名称  

静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」 

指定管理者名 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡県済生会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 ①健康診断 

  ・健康相談 年８回実施、整形外科検診 年６回実施、歯科検診 年２回実施、ぎょう虫検査 年２

回実施、検便 年１回実施し、特に問題はなく、利用者の健康管理が適正に行われている。 

  ②危機管理・防災対策 

  ・防災マニュアルは策定済み。防災訓練は月１回、地震想定訓練や火災想定訓練等各種実施し、

城東保健福祉エリアの合同訓練等にも積極的に参加しており、利用者の安全確保に努めている。 

  ・消防、警備機器の点検を毎月１回実施している。 

  ・施設で防災委員会を設置し、年３回定例委員会を開催した。防災に係る活動計画及び防災対策

における必要事項の確認等を行った。 

③建物・設備等の保守管理業務 

  ・建物や設備の保守管理は第三者委託により実施し、各業務とも適切に行われている。 

  ・清掃業務は、定期清掃を月１回、床ワックス・カーテン・絨毯清掃を年１回、吹き抜け高所清

掃を年１回実施した。 

  ・設備の定期点検は年１回実施しているが、特に大きな問題はなかった。その他、厨房換気扇修

理、園庭の整備等を行った。 

（２）施設利用者数 

  ①通園事業 

  ・定員 50人 

  ・通園日：231 日 

  ・延べ通園人数：9,465 人（Ｈ22：9,070 人） 

  ・一日平均：41.0 人（Ｈ22：39.4 人） 

  ②親子教室 

  ・実施回数：236 回（Ｈ22：186 回） 

  ・延べ参加者数：2,075 人（Ｈ22：1,597 人） 

  ・一回平均：8.7 人（Ｈ22：8.6 人） 

  ③療育相談 

  ・相談ケース：77ケース（Ｈ22：56 ケース） 

（３）事業実施状況 

①施設運営関係 

・利用者の入退所に係る手続き、利用料の徴収等の事務は適正に行われていた。 

  ・職員会議、保健委員会、サービス評価委員会等を定期的に開催している。利用者支援の向上に

努めていると評価できる。 

  ・ボランティアや保育士の体験研修受入、大学生及び専門学校生の実習の受入を積極的に行った。 

－ 70－



 

 

  ・いこいの家通信及びいこいの家だよりを月１回発行し、施設の取組みや利用者の近況等情報提

供に努めている。 

 ・職員を園内での学習会の開催及び園外での特別支援に関する研修や、障害の種別ごとの講習会

等に職員を参加させた。職員の資質向上と利用者の処遇の向上に努めていると評価できる。 

②利用者支援関係 

  ・通園事業については、事業計画のとおりに実施されていた。障害の種別や程度によってクラス

を分け、状態に合わせた支援が行われた。 

  ・親子教室については、平成 22 年度からの継続児が多かったこと、また希望があったら待たせ

ることなく受け入れるとの方針のもと、実施回数を増やして対応した。 

  ・療育相談については、発達相談、通園相談、嘱託医相談があり、いこいの家入園希望がある人

から相談を実施した。相談種別では発達相談の件数が多かった。 

  ・各保健センターで開催される教室へいこいの家のスタッフを派遣し、教室開催の参画した。ま

た、育児相談や進路相談等も行い、子どもと保護者の支援に役立っていると評価できる。 

  ・夏祭りの開催及び城東保健福祉エリア地域交流まつりに参加した。地域との交流に努めている

と評価できる。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望は随時受付けている。苦情は法人の苦情取扱要綱に基づいて対応している。

重要な案件については法人が設置している第三者委員会へ報告し、協議することとしている。 

平成 23 年度は、２件苦情が寄せられた。内容と対応については以下のとおり。 

（内容）他人の歯ブラシで歯をみがいていたようであり、感染予防の観点から注意していただきたい。 

（対応）保護者に謝罪するとともに、今後間違いが起こらないよう職員間で確認を行った。 

（内容）横断中の歩行者を待って停車していたにも関わらず、通園バスからクラクションを鳴らされ

たため、バス職員に対する教育はどのようになっているのか。 

（対応）所長が状況を確認後、運転手に対する注意を行うとともに、相手方に対して謝罪し、了解を

得た。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

本施設は、障害のある児童が通所する施設であるため、利用者が限定されており、広く市民一般

を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して年１回満足度調査を行っている。平成 23 年度の調査結果は、各項目につい

て「はい」「まあまあ」の割合が 80％を超えており、利用者の多くにとって適切な施設運営がなさ

れていると判断できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業は概ね計画のとおり実施されており、良好な結果であった。利用者からの意見を聴取し、施設

運営に反映していこうとする姿勢も見られ、評価できる。今後もこの姿勢を継続し、良好な施設運営

を行っていくことを望みたい。 
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様式第 25号 

 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名    高齢者福祉課       

施設の名称   静岡老人ホーム 指定管理者名 （福）静岡市厚生事業協会 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）入所者養護業務 

 入所者の処遇については、季節的な行事の充実、少人数での買い物等を取り入れ、入所

者が外出しやすい環境を整えている。また、介護サービスの利用回数が前年と比べて増加

しており、（266 回増加）、介護サービスを積極的に利用している。その他、ケアプラン検

討会議を含む様々な検討会を行ない、入所者処遇の向上に努めている。 

 健康管理については、昨年に引き続き、病院及び嘱託医による定期的な健康診断を通じ

て入所者の健康状態を把握し、適切に管理している。 

 職員研修については、様々な外部研修への参加と内部研修・会議の開催により、職員の

能力・技術向上に努め、入所者処遇の向上を図っている。 

 

（２）施設利用者数 

 男 女 計 

平成 23 年度当初 ３８名 ６８名 １０６名 

入 所 者 ５名 ５名 １０名 

退 所 者 ５名 ８名 １３名 

平成 23 年度末 ３８名 ６５名 １０３名 

 

（３）事業実施状況 

 季節的行事やクラブ活動等を実施することで、入所者が積極的に活動できる機会を提供

している。また、民生委員へのパンフレット配布や、ホームページを活用するなど、積極

的な情報発信を行っている。 

 

（４）地域等との連携 

 運動会の企画段階から小学生を参加させるなど、入所者と子どもたちが交流する機会を

設けることで地元の福祉教育に貢献している。また、クラブ活動や盆踊り、運動会に近隣

住民を招くことで地域住民との連携を強めており、これら活動による施設利用者が昨年度

より 70 名増加した。 
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２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

日常生活における苦情相談受付箱や、食事に関する意見箱を設置している。また、年一

回入所者全員を対象としたアンケートを行い、入所者の意見・要望を積極的に引き出す工

夫を行なっている。 

【意見・要望と対応状況】 

〈共同冷蔵庫の使用について〉 

意見：冷蔵庫の使用は食事の前後に限り、それ以外の時間は鍵をかけてほしい。 

対応：以前、冷蔵庫利用者全員に対して自己責任での管理を説明しており、鍵はかけら

れない旨苦情主に伝え理解を得た。 

〈夜間の洗濯について〉 

意見：同室者が夜間に洗濯をしているため落ち着かない。 

対応：夜間の洗濯機使用について取り決めがなく、入所者への説明もされていなかった。 

夜間の洗濯は原則できないこと、夜間に洗濯場の施錠を行うこととし理解を得た。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 昨年同様、季節的行事及び慰問等の行事については約 96％が「満足」「普通」と回答し

ており、満足度が非常に高かった。「楽しい」「嬉しい」との意見が多く見られ、入所者が

施設外の方と楽しく交流できる環境が整えられているといえる。職員の対応についても約

98％が「満足」「普通」と回答しており、入所者は概ね職員の対応に満足している。職員

に対する感謝の意見も多く、入所者の立場に立った適切な生活支援を行なっていることが

伺える。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務における収支状況については、概ね予算のとおり執行されており良好であ

る。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

概ね良好な施設運営及び管理ができている。施設管理については保守点検を定期的に実

施し、修繕等の整備を適切に実施している。 

防災については、災害時の施設事業継続計画の策定を急務とし、防災設備、日用品等の

見直しを図る予定である。防災意識の高まりを反映し、入所者の安全管理を最重要課題と

して取り組んでいる。 

アンケート結果における評価は全体的に高いものであり、大きなトラブルもなく満足度

の高さが伺えるが、「外出が疲れる」「地域の人との交流が苦手」などの意見があるのも事

実であり、今後も個々を重視したサービスの向上に努められたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト  
 課名   高齢者福祉課       

施設の名称 井川高齢者生活福祉センター 施設所管課名 (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

（１）維持管理業務 

 建築設備定期点検業務等が確実に履行され、事業計画に沿った適切な管理がなされていた。 

（２）施設利用者 

 平成23年度のデイ部門の利用者延べ数は1,929名で、昨年度の1,448名と比べ481人（約33％）

の利用増であった。ショート部門の利用延べ日数は 341 日で、昨年度の 379 日と比べ 38 日（約

10％）の減となった。 

（３）事業実施状況 

 介護保険デイサービスと介護保険予防デイサービス、生きがいデイサービス、短期入所生活介

護事業、居宅介護支援事業を実施している。生きがいデイサービス及び生活支援型居室の利用は

なかった。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

土日・祝日の突発的な開館等、制度上すぐに対応することが困難な要望はあったが、利用者は

迅速な対応やサービス等について全体的に満足している。 

 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 利用者 20 名、地域住民 43 名からアンケートによる満足度調査を行った。介護サービス及び施

設運営の全項目について「不満」を持つ方はおらず、適切な管理運営がなされていると判断でき

る。今後はさらに満足度を高める取り組みや工夫を行ってほしい。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 概ね予算のとおり執行されており、適正な経理状況であった。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

家族介護者教室（音楽演奏や料理教室）の開催や、地域コミュニティ活動への参加、地元の小

中学校・幼稚園との世代間交流を行う等、地域の福祉の拠点として積極的に活動していることは

高く評価できる。 

人口が年々減少し、利用者が限定される地域ではあるが、地域の特性に合った形でのサービス

の提供方法や、生きがいデイサービス及び生活支援型居室事業の有効利用が課題である。 

 

－ 74－



 

様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト  

課名 高齢者福祉課     

施設の名称   梅ケ島高齢者生活福祉センター 指定管理者名 (福)桂 

１ 履行状況 

（１）維持管理業務 

建築設備の定期点検業務が実施されているほか、環境衛生管理業務、自動扉の保守点検業務、

昇降機点検業務、浄化槽維持管理業務等について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画

に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者延べ数は 1,142 人で、平成 22 年度の 1,592 人と比べ（約 28％）の減少と

なった。これは週 3回以上の利用者があいついで入院、入所したためである。 

生活支援型居室については 3年ぶりに利用実績をあげることができ、地域での施設機能を発揮

することができた。 

（３）事業実施状況 

 各デイサービス事業、地域交流事業については、事業計画のとおり実施されている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 センターでは、常設の苦情対応窓口を設置しており、いつでも対応できる体制を整えているが、

平成 2３年度における窓口利用はなかった。サービス内容や回数などについても昨年同様「この

ままでよい」という現状維持の意見が多かった。 

 年間の催し物や地域交流は、地域に根差した活発な活動をしている反面、施設の利用に関し十

分理解されていない面もある。地域代表者等と施設利用の現状と今後の利用拡大に向けて会合を

もったことにより地域の人に施設への理解が深まった。今後の利用拡大につなげてほしい。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 今年度は利用者 17 名を対象にアンケート調査を行った。センターのサービス内容、職員の対

応については「とても満足」「まあ満足」の回答が 17 名中 17 名で利用者にとっては良好な事業

運営がなされていることが分かる。中でも園芸は、利用者の多くが選択するなど人気が高い。 

４ 指定管理者の経理状況 

 概ね予算書のとおり執行されており、健全な経理状況であることを確認した。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 地域の代表者等と「利用向上に関する懇話会」を開催し、そこで提案のあった介護予防を重点

とした、地域交流事業の実施計画は大いに期待するところである。 

梅ケ島地区は日常生活において、高齢であっても山や畑作業に従事しており、各人が役割をも

った生活をしている地域である。それを支えるためにも介護予防は欠かせない。 

 利用者が限定された地域の中で事業展開の難しさはあるが、地域の福祉の拠点としてニーズに

応えられるよう利用拡大に取り組んでほしい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト  

課名 高齢者福祉課   

施設の名称  大川高齢者生活福祉センター 指定管理者名 （福）駿河会 

１ 履行状況 

（１）維持管理業務 

 消防防災設備、自家用電気工作物の保安管理、定期清掃、貯水槽・排水管等洗浄清掃、空調設

備、自動ドア保守の定期点検業務が実施されており、事業計画に従い適切な管理がなされている。 

（２）施設利用者 

 平成 23年度の利用者延べ数は 2,712 名で、平成 22 年度の 2,993 名と比べ 281 名（約 10％）減

となったが、利用登録者数は増えている。長期入院や施設への入所、家庭の事情等により利用で

きなくなった方が増えたことが要因と考えられる。 

 生活支援型居室は 1名の利用があった。 

（３）事業実施状況 

 介護保険デイサービス、介護保険予防デイサービス、生きがいデイサービスを実施している。

生活支援型居室は、台風による道路通行止めの影響で 1名の利用があった。そのほか一時的な利

用相談も出てきている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

未利用者にデイサービスを体験してもらおうと、栃沢地区に出張お試しデイサービスを実施し

た結果、16名の参加者から「デイの内容が分かった」、「楽しかった」という感想があった。利用

者の拡大に向けた様々な工夫を施設内で行うだけでなく、施設側が足を運び地域の中に入ること

で地域の方が参加しやすい状況を作った取り組みは高く評価できる。 

 

○活動に消極的だった利用者が、職員のアプローチにより作品を完成させ達成感を味わった。

さらに、完成作品を地元の収穫祭に展示した結果、その他の利用者の作製意欲がわいた。 

○デイサービスの日常の様子を写した写真を収穫祭で多数展示したところ、本人及び御家族か

ら好評だった。 

意見等：足が悪いのでどこへも行けない。 

対応等：杖や押し車の貸出しを行っている。また、施設内で過ごしたい方に対しては希望に沿

えるような対応をしている。 

意見等：目が悪いので細かい作業（物つくり等）ができない。 

対応等：他にも歌のビデオの鑑賞やトランプゲーム、横になる等自由な過ごし方ができる施設

であることを説明した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 今年度は利用者 48 名に配布し、43 名から回収することができた。センターのサービス内容、

職員の対応については「大変満足」「まあまあ満足」の回答が 84%であり、多くの利用者にとって
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は良好な事業運営がなされているといえる。趣味の活動や、地元の史跡めぐりなどに好感を持つ

利用者が多い一方、身体的な理由で活動に対し消極的になる利用者が不満を感じている場合もあ

り、要望にあがった事柄のさらなる検討をお願いしたい。生活の基本である入浴、食事、体操等

はすべての利用者が満足しており、高く評価できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 概ね予算のとおり執行されており、健全な経理状況であることを確認した。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 出張お試しデイサービスを実施したり、広報誌に「わんだ」という地元の方が使用する当該地

域の呼び名を付けセンターの活動等を記載して配布する等、事業の周知や利用者増に向けた積極

的な取り組みが高く評価できる。 

今後も事業内容の充実を図るとともに、持ち前の創意工夫・企画力を活かし、地域の福祉の拠

点として積極的な活動を継続していってほしい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト  

課名 高齢者福祉課   

施設の名称  老人福祉センター 指定管理者名 (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）教養向上及びレクリエーションに関する事業 

教養講座等の主催事業については、美容、体操（ダンス）、文化芸術、園芸、陶芸等と幅広

く、また講座の実施期間も通年、短期、一日講座と多様である。また、演芸発表会やクラブ

員作品展を開催し、自主活動の成果発表の場を提供することで、高齢者の意欲を高めている。 

自主事業については、同一の興味・趣味を持った高齢者が自主的に活動する場を提供する

ことによって、高齢者の生きがいにつなげている。 

共催事業については、包括支援センターによる介護予防講座や高齢者生活相談、警察署に

よる交通安全教室、日赤奉仕団による地震避難啓発事業等を実施し、高齢者が安全かつ健康

的な生活を送れるよう積極的な情報提供を行っている。 

（２）施設利用者数 

施設名 年間利用者数 前年度利用者数 

鯨ケ池老人福祉センター ４１，００８人 ４４，６９５人 

用宗老人福祉センター ５６，９７５人 ５１，７８０人 

長尾川老人福祉センター ５６，８９０人 ６７，９５８人 

清水折戸老人福祉センター １１，６０３人 １０，９０７人 

清水船越老人福祉センター １，５５４人 ０人（建替の為） 

蒲原老人福祉センター ６，９８３人 ７，３４２人 

昨年度と比較すると、全体的に利用者が減っている中、用宗老人福祉センターにおいて

5,000 人余り増加した。主催教室内容の再検討を行ったり、新規の体験講座を実施した成果

と考えられるため、今後、他施設においても利用者の満足度をより高められるような取り組

みを期待したい。また、清水船越老人福祉センターの建替工事が完了し、平成 24 年２月に開

館した。利用者の意見・要望を取り入れ主催事業に反映させる等、利用者が継続して利用し

やすいような工夫・取り組みが求められる。 

利用者の年代別割合は全施設において、70 代が最も多く、４割以上を占めていた。また、

性別割合は全施設で女性が多く、６割以上を占めていた。 

利用者の利用頻度について、葵区・駿河区にある３館では「２週間に１回」が 44％で最も

多く、次いで「週に２～３回」が 20％と多かった。また、「ほぼ毎日」は 11％であった。一
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方、清水区にある３館では「２週間に１回」が 37％で最も多く、次いで「月１回」が 34％で

多かった。「ほぼ毎日」は２％であった。 

利用目的については、葵区・駿河区の３館で「クラブ活動」が最多であるのに対し、清水

区は「地区の集い」が最多であった。 

葵区・駿河区の３館は個人利用かつ常連の方が多く、清水区の３館は団体利用が多いこと

が伺える。 

（３）老人クラブ連合会、地域等との連携 

老人クラブ連合会と連携し、各区との合同作品展示会を毎年行っている。また、利用者有

志がボランティア活動としてセンター内外の花壇整備や清掃活動を実施し、地域の環境美化

に貢献している。さらに、地元保育園と交流会を開く等、積極的に世代間交流に努めている

ことが伺える。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 アンケートによると、葵区・駿河区にある老人福祉センターにおいて駐車場及び駐輪場の不

足に対する不満を持つ利用者が多い、という結果となった。利用者の交通手段は、自家用車が

60％程度、次いで自転車・バイクが 15％程度と依然高く、施設は駐車場・駐輪場不足に常に苦

慮している。用宗老人福祉センターでは駐車場整備が完了したことから、利用者から好意的な

意見が多く寄せられた、とのことであった。 

利用者からの意見・要望は多様ではあるが、実施が適切だといえる事であれば早急に対応し、

実施不可能あるいは不適切だといえる事であれば真摯な態度で説明・説得を行うよう心がけて

頂きたい。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 アンケートの結果、施設・設備の満足度は「満足」「やや満足」が合計で 62％、「普通」27％、

「無回答」６％、職員の対応は「満足」「やや満足」が合計で 64％、「普通」24％、「無回答」

７％、事業・教室の内容は「満足」「やや満足」が合計で 60％、「普通」26％、「無回答」13％

であった。以上のことから、利用者は概ね満足しているといえる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 概ね予算のとおりに執行されており、良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

円滑な事業実施及び適切な施設管理が行われており、概ね良好である。 

今後も引き続き利用者が楽しく、気持ちよく施設を利用できるよう、施設運営に取り組んで

いただきたい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト 

 課名 高齢者福祉課    

施設の名称 小鹿老人福祉センター 指定管理者名 (公財)静岡市文化振興財団 

１ 履行状況 

 業務計画書に示された各種事業内容と事業報告書は以下のとおり、概ね適切に履行されて

いる。 

【維持管理業務】 

 空調設備保守点検業務、消防用設備点検業務、館内清掃業務等について第三者委託により、

事業計画に沿って適切に実施されていた。 

【施設利用者数】 

 平成 23 年度は延べ 85,758 人（１日平均 286 人）が利用しており、概ね良好な施設運営が

なされていた。また、施設は駿河区に位置するが、葵及び清水区の利用者が３割近くを占め

ており、市内各地からの利用があった。 

【事業実施状況】 

主催事業は前期後期 12教室を運営し 154 名が受講した。活動発表会は 500 名の参加、作品

展示発表会には 6 団体が出展した。 

各種講座・講習（韓国文化講座、折り紙体験講座、久能山東照宮の解説、介護保険の解説、

パソコンでの年賀状作り） 123 名 

世代間交流事業（高校生吹奏楽演奏） 218 名 

 自主活動では 33 グループ 1,274 名の会員が様々な活動を行っている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 空調に関する苦情・意見が多かった。夏季の節電対策として、空調の温度管理を市の方針

である 28℃に合わせた結果であるが、利用者に対してはその都度適切に説明し理解を得られ

るよう努めており、利用者からの意見要望に対し、良好な対応がとられていると言える。 

 「施設があってありがたい」、「とても楽しく過ごせている」という好意的な意見も多数聞

かれ、適切な管理運営がされていると考えられる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

91 名の回答のうち「清掃、整理整頓」の項目については、「満足」「やや満足」が合計で 72.6％、

「普通」が 25.3％、「やや不満」が 2.2%、「不満」「未記入」が 0％となり、利用者の大半が

満足している結果となった。 

「職員の応対」「案内表示」「開館日・開館時間」については、「満足」「やや満足」が合計

で 65％前後、「普通」が 28％前後を占め、利用者の多くが満足していた。 
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一方、「空調、音響、照明等」については、「満足」「やや満足」が合計で 49.5％にとどま

り、「普通」が 37.4％、「やや不満」「不満」「未記入」が合計で 13.2％となった。平成 23 年

度は節電の風潮が特に高まった年度であり、市の施設である老人福祉センターとしても積極

的に節電（空調の温度設定等）に取り組んだ結果である。今後も利用者への説明等、協力を

お願いしたい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理者の収支状況については、概ね予算書のとおり執行されていた。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

事業運営及び施設維持管理については、概ね適切に実施されている。 

アンケート結果は全体的に高い評価となっていたが、今後も主催事業の充実に努める等、

利用者がさらに満足できる施設となるよう引き続き取り組んでいただきたい。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  高齢者福祉課    

施設の名称 清水中央老人福祉センター 指定管理者名 （福）静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

東日本大震災におけるエネルギー節減対策として、入浴施設の利用時間を２時間短縮し光熱水

費の節減に努めた。 

今年度、入浴施設の水質検査でレジオネラ属菌が検出され、その改善策として、浴槽配管の滅

菌消毒の徹底、気泡配管の撤去、その後の再検査等で２ヶ月半入浴施設を休止したため、多くの

利用者に迷惑をかけることになった。 

それ以外の業務については、業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されているこ

とを確認した。 

【維持管理業務】 

館内清掃業務、空調設備保守点検業務、消防用設備点検業務等について第三者委託により、事

業計画に沿って適切に実施されていた。 

【施設利用者数】 

平成 23 年度の利用者数は、75,209 人であり、平成 22 年度の 101,930 人より 26,721 人減少し

ており、入浴施設を休止したことによる影響と考えられる。 

利用者層は 70代が 48％、80代が 36％、60代が 12％となっている。 

性別で見ると男性が 34％、女性が 66％と昨年度に比べ女性の利用が多くなっている。 

利用頻度は年に数回が 48％、月１回が 20％、2週間に 1回が 13％、週に１回が 8％と続いてい

る。 

利用目的は、地区の集いが 46％、主催教室の受講が 17％、会議・打ち合わせが 10％、昨年 19％

あった風呂・マッサージ機利用は２％であった。 

【事業実施状況】 

主催事業としては、清水区内の老人クラブ会員相互の交流と親睦を図ることを目的に、「地区

のつどい」を実施した。（実施回数年 102 回、参加者 8,503 人） 

このつどいの中で、共催事業として清水警察署の協力を得て交通安全教室を実施している。ま

た、「木目込み人形教室」（年２回、参加者 34 人）、「メイクアップ教室」（年１回、参加者 18人）、

「清水壽大学」(年 20 回、31 講座、受講生 169 人・延 2,499 人）を開催した。23 年度新規事業

として「自力体力トレーニング教室」（年 12回、参加者 145 人）を実施した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

【利用者からの意見、要望】 

利用者からの意見・要望に対して、概ね適切な対応がとられており、良好な対応がなされてい

るといえる。 

要望としては、駐車場の不足に対するものが毎回寄せられている。公共交通機関での利用を呼

び掛けているが、なかなか理解が得られない。 

「職員が親切、態度が良い」との意見がアンケートに寄せられた。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

施設・設備の満足度は、満足・やや満足を含め 60％、普通 27％、やや不満 0％、不満 1％で概

ね満足されているようである。不満との回答があったが、内容としては「駐車場が少なく不便」

というものであった。 

職員の対応については、満足・やや満足を含め 55％普通 25％無回答が 20％あった。 

事業や教室については、満足・やや満足を含め 46％普通 26％無回答が 28％あった。 

回答の中で不満・やや不満との意見はなかったが、今後も利用者ニーズに沿った事業を取り入

れて欲しい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理者の収支状況については、概ね予算書のとおり執行されており、良好であった。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

レジオネラ属菌の検出により、長期間にわたり入浴施設を休止したため、多くの利用者に迷惑

をかけた。衛生管理の徹底に努めて欲しい。 

今後においても利用者の立場に立った接遇に努めるとともに、利用者の要望を取り入れながら

主催事業の充実を図っていただきたい。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名   高齢者福祉課  

施設の名称  老人憩の家 指定管理者名 (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

業務計画書に示された各種事業内容と事業報告書を精査したところ、概ね適切に履行されている。 

（１）教養向上及びレクリエーションに関する事業 

レクリエーションダンスやグラウンドゴルフ大会、健康レクリエーション等を定期的に開催し、

高齢者の健康維持と親睦を図っている。自主事業については、愛好会による踊り鑑賞会、カラオ

ケの発表会や手芸品等の作品展示会を実施し、成果を発表できるようにしている。 

（２）施設利用者数 

施設名 年間利用者数 前年度利用者数 

清水東部老人憩の家 ９，７８５人   １０，１１９人 

清水清開きらく荘 １８，２７８人   １７，９４９人 

・利用者層は、80代が 44％、70 代が 40％、60 代が７％となり、90代以上が３％であった。 

・性別は、女性が 58％、男性が 37％であった。 

・利用頻度は、月に１回が 38％、２週間に１回が 23％、週に１回が 15％、週に２～３回が 11％、

ほぼ毎日が３％であった。 

・利用の目的は、地区の集いが 58％、園芸・囲碁・将棋等が 15％、主催教室の受講が 11％、

会議・打ち合わせが９％、風呂・マッサージ機等の利用が３％であった。 

・限られた地域での利用の中で、清水清開きらく荘は前年度と比較し３２９人の増加であった。 

（３）事業実施状況 

概ね事業計画のとおり実施されている。 

憩の家は、施設が小規模であることや地区の集いでの利用が多いため、会場の確保が難しく、

講座等の主催事業は限られているが、レクリエーションダンスは月２回開催され、延べ 1,156 人

が参加している。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては、概ね適切な対応がとられており、良好な対応状況である。

要望として、高齢者の健康・食生活等に関することや、気楽に話し合いができる場所の提供、パソ

コン講座の開催等の意見が寄せられた。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者に対して行っている無記名アンケートの結果、施設・設備の満足度については、満足が56％、

やや満足が６％、普通が 25％、不満・やや不満は０％であった。 

職員の対応については、満足が 78％、やや満足が３％、普通が 10％、不満・やや不満は０％であ

り、職員の対応に対する満足度が高い結果となった。 

事業や教室の内容については、満足が 61％、やや満足が６％、普通が 19％、やや不満が１％であ

った。やや不満の意見としては、主催事業の内容がわからないというものであったため、よりいっ

そう事業のＰＲに努めること。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおり執行されており、良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

円滑な事業実施がなされ、施設の維持管理も適切に行われていることが確認できた。また、指定

管理者の事業計画書に沿って、創意工夫した事業が実施されており、利用しやすい施設として運営

できている。 

また、利用者の協力を得て、施設の環境整備（除草、剪定、清掃）が随時行われていることは、

施設環境管理上、大変望ましいことである。 

事業内容について、新しいことを望む声があるので、今後も利用者のニーズを積極的に取り入れ

るとともに、地域や地区社協との連携を強め、利用者の立場に立った施設運営に取り組んでいただ

きたい。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名 高齢者福祉課     

施設の名称 世代間交流センター 指定管理者名 (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 館内清掃業務、空調設備保守点検業務、消防用設備点検業務等について第三者委託により、事

業計画に沿って適切に実施されている。 

 また、月１回、地区老人クラブなどの利用者の協力を得て、館内の清掃や草取りなどの清掃活

動を実施している。 

（２）施設利用者数 

施設名 年間利用者数 前年度利用者数 

清水北部    ４７，６３８人    ４７，０７４人 

清水南部     ８，０６０人     ７，５２４人 

由  比    １６，１８１人    １５，９１３人 

・利用者層は、70代が 37％、80 代が 23％、60代が 20％、50代が８％、30代が７％、40 代が４％、

20 代以下と 90代以上は１％以下であった。 

・性別は男性が 37％、女性が 62％であった。 

・利用頻度は、月１回が 29％、２週間に１回が 28％、週に２～３回が 13％、週に１回が 12％、

ほぼ毎日が 10％、年に数回が７％であった。 

・利用の目的は、地区の集いが 36％、主催教室の受講が 19％、会議・打ち合わせが 18％、風呂・

マッサージ機等の利用が 13％であった。 

・前年度と比較し、北部では 564 人、南部では 536 人、由比では 268 人の増加であった。 

（３）事業実施状況 

 子どもからお年寄りまで幅広い活動の場として利用されている。 

 健康増進、介護予防のための健康教室や体操教室に多くの参加があるほか、小学生と高齢者の

世代を超えた交流を通して、思いやりの心をはぐくむ事業や、輪投げ大会、交通安全教室を実施

している。また、県の事業として行われている小学校の通学合宿の場として利用されている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては、概ね適切な対応がとられており、良好な対応状況である。

要望として、小学生向けの事業や世代間の交流事業、体操教室など健康に関する講座を求める意見

が寄せられた。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者に対して行っている無記名アンケートの結果、施設・設備の満足度については、満足が59％、

やや満足が 18％、普通が 18％で、約８割の利用者が概ね満足と答えている。やや不満、不満との意

見があったが、お年寄りに不便な面があるとの意見であった。 

職員の対応については、満足が 59％、やや満足が 18％、普通が 17％で、約８割の利用者が概ね
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満足と答えている。やや不満、不満が２％であったが、昨年度より１％減少している。利用者の要

望は様々であり、時には相反するものもあるため、その都度失礼のないように対応しているが、利

用者へのサービスの向上について、より一層努めること。 

事業や教室の内容については、満足が 42％、やや満足が 11％、普通が 27％、やや不満が１％で

あった。やや不満の意見としては、どんな事業を行っているのかわからないというものであったた

め、よりいっそう事業のＰＲに努めること。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおり執行されており、良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

円滑な事業実施がなされ、施設の維持管理も適切に行われていることが確認できた。また、指定

管理者の事業計画書に沿って、事業が実施されており、利用しやすい施設として運営できている。 

北部交流センターは、年間利用者も多く世代間事業としての活動が活発に行われている。南部交

流センターは地域に密着した活動が展開されている。 

由比交流センターは、合併前は老人福祉センターであったが、各種主催事業の提供等により、新

しい事業を実施してほしい等の積極的な意見がでてきたことは、これまでの取り組みの成果であり

評価できる。 

３館とも、５年以上継続して利用されている方が全体の半数を占めており、地域の方にとって利

用度の高い施設となっている。 

今後も利用者の要望を積極的に取り入れながら主催事業の充実に努めるとともに、地域からも愛

されるセンターを目指して施設運営に取り組んでいただきたい。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  高齢者福祉課            

施設の名称 

清水社会福祉会館老人デイサービスセンター 

指定管理者名 （福）静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

 業務計画書に従い、各種事業が適切に履行されていることを確認した。 

【維持管理業務】 

 第三者委託により適切に施設管理がなされている。 

【施設利用者数】 

 年間 295 日開設し、延 6,457 人の利用があった。これは、１日当たり約 21.9 人の利用となり、

定員 25 人に対して利用率 87.6 と良好な実績だったと言える。 

【事業実施状況】 

 主要業務であるデイサービス事業に、花見や七夕（駅前銀座散策）、誕生会、クリスマス会、豆

まきなど、多彩なイベントを盛り込んだ事業展開をした。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

【利用者からの意見、要望】 

介護保険制度改正に伴い、「デイサービスの滞在時間アンケート」を実施した。利用者はデイサー

ビスをとても楽しみにしている。家族は負担が軽減されるのでありがたい。との意見が多かった。苦

情は０件であった。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 満足度調査を実施し、60 名から回答を得た。サービスの内容から職員の接し方まで、７～８割程

度の利用者が満足をしており、良好な事業運営がなされていることがわかる。特に職員の言葉使い

や態度への満足度は高い。その反面、入浴時の湯の温度、入浴介助については満足度が低いので、

改善が必要。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 23 年度は、介護保険法改正に伴うソフトウエアの入替えに伴う費用がかかった。 

概ね予算書どおり執行されており安定した経営である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

施設の利用率は、前年同様高い水準を維持できており高く評価できるが、それに満足せず、今後も

高い意識を持って事業を展開して欲しい。 

また、アンケートの満足度の低い項目を改善するために、具体的な方策を考え改善できるところか

ら取り組んでもらいたい。今後も適切なサービス提供を通じ、利用者やその家族の要望に耳を傾け、

より良いサービスの提供につなげて欲しい。 
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様式第 25号 

 

年 度 評 価 シ ー ト  

課名 高齢者福祉課            

施設の名称 蒲原老人デイサービスセンター 指定管理者名 (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況 

 業務計画書に従い、各種事業が適切に履行されていることを確認した。 

【維持管理業務】 

第三者委託により適切に施設管理がなされている。 

厨房流し排水管及び便所手洗器排水管の修繕が完了した。 

【施設利用者数】 

 年間 257 日間開設し、延 6,975 人の利用があった。昨年の 8,092 人に比べ、約 14％の減となっ

た。施設入所や入院した方が多かったことが要因と考えられる。 

【事業実施状況】 

 デイサービス事業において、利用者の誕生日会、フラダンス等のイベントを定期的に催し、さ

らに夏祭りやクリスマス会等の季節行事を実施した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からのクレームはなかったが、利用者が転倒し骨折する事故が 1件あった。その際、家

族への状況説明・謝罪が迅速に行われており、市への事故報告書については発生状況等の細部に

わたる記載及び迅速な提出がなされていた。また、家族の理解を得ることもできた。 

以上のことから、当該施設は突発的な事故に対応できる体制が整っていることが分かる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 満足度調査の際、介護保険法改正に伴うデイサービス利用時間の変更に関しての調査も行っ

た。調査結果の意見・要望を見ると、利用者やその家族はデイサービスを大変重宝し、実施内容

に関しても満足していることが伺えた。今後も満足度調査を実施し、利用者が満足していること

や不満に思っていることを詳細に把握することで、業務の改善に役立てて頂きたい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 概ね予算書のとおり執行されており、健全な経理状況であることを確認した。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 利用者やその家族が安心でき、そして信頼してもらえる運営を目指している姿勢が伺われ、さ

らに学生ボランティアや実習生の受け入れ等地域社会との交流を積極的に図る取り組みは評価

できる。 

 今後もセンター職員一丸となって、より良い事業を目指していただきたい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名 清水区清水福祉事務所高齢介護課  

施設の名称  清水松風荘 指定管理者名  社会福祉法人清承会 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）高齢者養護業務 

 入所者の処遇や生活相談、支援については随時相談に応じ、各入所者の個別性に配慮した内容

で対応できている。 

 健康管理については、常に心身の状態変化の把握に努め、地域医療機関への受診及び介護サー

ビス利用の支援を積極的に行っている。また、感染症予防対策や保健センターから講師を招いて

健康講座を実施するなど、健康維持に配慮した取組を行っている。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の入所者数は年度当初が 48 名（男 20 名、女 28 名）、年度途中の入所者は１名（女

１名）、退所者は５名（男３名、女２名）、年度末時点での入所者は 44 名（男 17 名、女 27 名）

であり、施設定員 70 名以内の入所者数となっている。 

（３）事業実施状況 

 計画書記載の年間スケジュールに則り、日常の養護・支援の他、季節行事を開催している。ま

た、平成 23 年度は日帰り旅行に入所者の希望を反映し、昨年度までの１箇所に２回行く形から

２ヶ所に各１回という形式に変更し参加率向上に努めた。クラブ活動も積極的に行われている。 

 災害避難訓練については、年２回実施予定の総合防災訓練が１回だったこと。毎月１回の避難

誘導訓練が実施されない月があったこと。夜間訓練、非常食の炊き出し訓練が実施されていなか

ったこともあり、実施するよう指導を行った。 

（４）地域との連携 

施設周辺の小学校からのボランティアの受け入れ、大学（２学）からの実習生（計３名）を受

け入れており、高齢者介護の人材育成に積極的に協力している。 

 なお、区内小中学校の体験学習についても、平成 23 年度は２校 44 名（小中各１校）という人

数にして昨年度の倍の生徒の受入を実施した。 

 また、行政との連絡も頻繁に行われており、良好な関係が保たれている。 

 地元自治会には施設内の地域交流室をＳ型デイサービスの会場として提供し、敬老祝賀会は地

元と共同開催するなど施設の有効活用により地域交流事業に協力している。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者の意見・要望に対し概ね適切な対応がとられており、即時対応が困難な要望に対しても

前向きに検討し良好な対応がなされている。具体的な意見・要望と対応状況は以下のとおり。 

  <処遇について> 

   意見：夏期は毎日入浴したい。 

   対応：職員数の関係で入浴は無理だが、シャワー浴で対応したところ納得を得た。 

  <入所者間のトラブル> 

   意見：入所者同士の話し合いに職員も入ってほしい。 
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   対応：当事者同士の了解を得て調整するなど、その都度対応した。 

  <職員の対応> 

   意見：職員の話合い（申し送り）が外部に聞こえるので、声が漏れないようにしてほしい。 

   対応：支援員室はカーテンのみ仕切りであるため、申し送りは別室で行うようにした。 

【意見等の徴収方法】 

 入所者満足度調査を年１回、入所者アンケートと意見交換会は年２回、その他「みんなの声

（VOICE BOX）」を設置し、入所者とコミュニケーションを図るための良好な体制が取られている。 

また、施設に対応責任者を置くとともに、対応を検討するための組織も設けられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者アンケート及び満足度調査 

指定管理者が入所者に対して平成 23 年８月に行った無記名アンケートの結果、現在の生活に

ついて「不満」、「大変不満」を感じている者は全体の７％であり、前回調査（平成 22 年８月実

施）に引き続き、低い数字を示している。 

また、今後の生活への不安感も、「不安」、「大変不安」を合わせ全体の 11％であり、昨年度に

引き続き低い数値である。 

夜間の睡眠は低い数値で推移している。平成 22年度は５％だった「眠れない」が、平成 23年

度は２％に減少したが、「あまり眠れない」は全体の 22％となっており引き続き対応を促したい。 

（２）市民アンケート 

 本施設の入所者は、家族や親類縁者が養護不可能な高齢者に限定されており、市民アンケート

にはなじまない施設である。 

（３）その他の調査 

入所者については無記名とはいえ施設に意見を言いにくいことも考えられるため、市職員が年

１回以上、入所者との面談により意見や要望を聴取している。その結果、入所者の中には多少の

不満がある者はいるものの、自らが置かれた状況や環境について納得しており、施設の対応に対

しても理解を示している。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、経費節減に努め良好である。 

 特に光熱水費は建物構造を活かし、施設北側と南側の日照時間にあわせ、空調の温度設定を２

～３℃変える工夫をしたこと、中庭に背の高い植物を栽培し日陰を作ったことで温度調節をして

節約したことなど、指定管理導入当初から継続している点は特に評価できる。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設新設並びに指定管理導入から４年度が経過し、施設職員も入所者も相互に施設での生活や

支援に慣れ、双方の遠慮もかなり解消されている。 

 また、従来入所者と新規入所者との間の調整も円滑にできており、入所者の入れ替わりに伴う

ニーズの変化にも柔軟に対応し、入所者からも高い評価を得ている。今後も継続してこれら入所

者の意志や希望をさらに伝えやすい雰囲気作りが望まれる。 

 平成 22 年度は施設職員のうち 14％が仕事へのやりがいについて「達成していない」との回答

があったが、平成 23 年度に職員の個別面接を指定管理者内で実施したところ、同回答が０％と

なり、職場風土の改善にも取り組めている。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 子育て支援課  

施設の名称  児童館 指定管理者名  (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

協定書の内容と報告書を精査した結果、概ね適正な執行がされている。 

 

（１）維持管理業務 

 清掃、消毒及び遊具等設備の日常点検など、施設の維持管理業務については、指定管理者が独

自に定めるマニュアルに基づき実施されている。 

 

（２）開館日数及び施設利用者数 

開館日数:288 日 利用状況：338,406 人(10 館合計) １日平均 1,175 人（10 館合計） 

 

平成 23 年度は、昨年度に比べ 18,766 人減少している。要因としては、夏の酷暑等の天候の問

題や冬場のインフルエンザの流行等があげられるが、来館の PR 強化や利用者ニーズの把握に積

極的に努めた児童館では増加していることから、利用促進に向けた一層の創意工夫が望まれる。 

 

（３）事業実施状況 

仕様書、事業計画に基づき概ね適正に実施されている。これまでに蓄積してきたノウハウを活

かし、日常の来館者への対応や行事・イベントが適切に、安定的に実施され、また地域や関係団

体との連携した事業展開も多く見られ、指定管理者が自ら目標として掲げる「地域における子供

の健全育成・子育て支援の拠点としての児童館」実現に、意欲的な取り組みがされている。 

行事・イベントについては、利用者の関心を集めて盛況であったもの、逆に予定の募集人数に

達しなかったものなど結果は様々であるが、利用者のニーズを的確に捉えつつ、児童の健全育成

や子育て支援の観点から必要・有用と思われるものは、単年度の結果にとらわれず、実施内容等

を精査した上で、粘り強く継続的に実施していくことを期待する。 

なお、23年度の行事・イベント等の実施事業数は以下のとおり(１０館合計) 

   教室・講座 58 回   クラブ活動 31回   季節的行事 167 回   その他 239 回 

   合計 495 回 

 

（４）職員配置状況、職員研修等 

  仕様書に示す館長１名、児童厚生員(児童福祉施設最低基準第 38 条に規定する児童の遊びを指

導する者)２名が適切に配置されている。 

また、職員研修に関しては、児童健全育成推進財団が主催する児童厚生員の資質向上を目的と

した合宿形式の研修等に複数の職員を参加させるとともに、適正な事務管理等を目的に指定管理

者が開催した経理・事務研修会に児童館職員全員が参加している。 
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２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

市民からの意見・苦情に対しては、概ね適切な対応がとられている。また、児童については、

各館とも「子ども委員会」を設置し、子ども達の討議の中で出た意見を運営の中で反映している。

（指定管理者においては、苦情の適切な解決に資するとともに、事業の質の向上を図ることを目

的に、苦情解決のための体制や手順、また第三者委員会の設置等を規定した「苦情取扱要綱」を

定めている。） 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

意見等：トイレが暗く、また不便である。 

対 応：照明器具を明るいものに交換するとともに、多目的トイレ内にベビーシートとベビー

チェアを設置。 

意見等：図書コーナーの保護者向け書籍を充実してほしい。 

対 応：新たに大人向けの書籍を購入し、貸出も行うこととした。 

意見等：自分(子ども)たちで作ったものでお店屋さんをやりたい。 

対 応：地区の夏祭りに児童館が参加した際に、児童館ブースの中に、子ども達が手作りした

もの使って模擬店を開いた。 

意見等：親が目を離した時に、幼児が部屋から出て行ってしまう可能性があり心配。 

対 応：部屋の出入口に取り付けられるベビーフェンスを購入して利用。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

回答数：７７５名   

児童館の施設環境、職員対応、事業内容全体について、「非常に満足」、「満足」しているが併

せて８１.１％(昨年 80.1％)、「普通」が１７．１％(昨年 18.2％)であり、「不満」、「やや不満」

と回答した人は１．８％(昨年 1.6％)であった。 

アンケート結果は、昨年までと同様に利用者の高い評価を示しているが、詳細にみると職員対

応に関して、「非常に満足 又は 満足」が８６．２％であるのに対し、事業内容における同回答

は７６．５％と高評価の割合が低くなっている。 

 指定管理者には、この点の分析を含め、利用者のニーズをアンケートはもとより、日々の運営

の中から的確に把握し、より魅力ある事業の企画・実施、より快適な施設運営に一層の努力を行

っていくことを期待したい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務に関する収支状況については、概ね計画通りに良好な執行がされている。また、

現金事故等のリスク解消を目的に、これまで日々の少額の物品等の購入のため、各館に用意して

きた小口現金を全館で廃止するとともに、適確な予算管理を目的に各館に財務システム専用のパ

ソコンを導入したことは、適正な経理実施への取り組みとして評価できる。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

全体的に良好な運営が行われており、豊富な児童館勤務経験をもつ職員の配置を基盤に、これ

までに蓄積してきたノウハウや指定管理者が有するネットワークを活かした施設運営により、良

質なサービスを安定して提供していることは高く評価できる。 

今後は、安全で安心な施設運営、利用者への快適なサービスの提供といった施設運営の基本を

押さえた上で、地域児童福祉の拠点としての機能を一層充実させるべく、学校や地域との連携や

情報発信機能の強化、また児童の健全育成や子育て支援の観点から必要・有用な事業への積極的

な取り組みを期待したい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 
課名 子育て支援課  

施設の名称  静岡中央子育て支援センター 指定管理者名  (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

 協定書（仕様書）及び事業計画書に従って、適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 施設内の衛生管理・清掃業務や設備の日常点検等、仕様書に沿って適切な施設管理、良好な環

境整備が行われている。 

  

（２）施設利用者数 

 【一時保育室】 

 年間開設日数 363 日 

年間利用者数 6,160 人（前年度 6,490 人）、年間利用時間数 28,233 時間（前年度 28,218 時間） 

 利用者数、利用時間ともに大きな変化はないが、０～２歳児の利用が目立って増えており、３

歳未満児の利用時間数が 878 時間増加している（平成 22 年度 17,750 時間→平成 23 年度 18,628

時間）。 

そのため、職員配置や施設面積の関係上、時間当たりの受け入れ可能児童数が少なくなり、利

用希望に対応できないケースが増加した。（平成 22 年度 65 人→平成 23年度 747 人） 

この点については指定管理者だけで解決するのは難しい問題であるため、今後指定管理者・所

管課相互で協議していきたい。  

 【子育て交流サロン】 

 年間利用者数は 42,126 人（前年度 43,324 人）だった。 

 利用者数が 1,198 人減少しているが、新規利用者も 1,288 人おり（平成 23 年度 1,258 人）、静

岡市の子育て支援の中心となる施設として安定した運営を行っている。 

  

（３）事業実施状況 

 子育てに関する交流事業、相談事業、情報の収集や提供などについて、事業計画に沿って適切

に行われている。また、子育て支援団体相互の連携を図り、市全体の子育て支援を底上げするた

め、「子育て支援団体連絡協議会」の立ち上げに参画する等、積極的な運営が行われている。 

 子育て及び子育て支援に関する講座等は１１８回行われる等、多くの講座やイベントが定着

し、魅力ある事業展開がされている。 

主な事業は以下のとおり（ほとんどの事業が自由参加のため参加実績人数はなし） 

  誕生会（月 1 回）、乳児相談（月１回）、お話の会（月２～３回）、ベビーマッサージ、パパ

と遊ぼう、助産師さんとはなそう、骨盤体操等 

 

（４）職員配置状況、職員研修等 

仕様書に基づき、１日のうち最も利用者が多くなる時間帯において最低限下記の職員を配置し

ている。  

－ 94－



 ①所長 １人      指導員及び保育士等の管理者として、職責を果たせる者 

 ②子育て交流サロン   相当な知識及び経験のある指導員２人 

 ③一時保育室      相当な知識及び経験のある保育士２人   保育士６人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

特に意見等はないが、利用者からの意見にすぐに対応できるように対応責任者を置くととも

に、対応を検討するための組織を設けており、良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

【一時保育室】 

利用者満足度調査における調査項目のうち、①保育環境 93％、②職員対応 98.2％、③子ども

との関わり 98.2％、④子どもの反応 94.7％、⑤保育記録 94.7％、⑥予約方法 75.5％が、「非常

に満足」「それなりに満足」という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提供

していることがわかる。 

なお、予約方法以外の項目では不満と回答した人は一人もいなかった。平成 23 年度は利用希

望に対応できないことが多かったため、予約方法について満足度が下がっていると考えられる。 

また、当該施設の一時保育室を選んだ理由として「保育士の対応がよい」が 56.1％で最も多く、

次いで「施設が充実している」43.9％、「評判が良い」42.1％が多く、多くの利用者がサービス

に満足し、なおかつ人にも薦めていることがわかる。 

【子育て交流サロン】 

利用者満足度調査における調査項目のうち、①保育環境 96.1％、②職員対応 94.1％、③イベ

ント 69.1％が、「非常に満足」「それなりに満足」という結果であり、多くの利用者に対し満足の

いくサービスを提供していることがわかる。 

利用者の利用目的として「安全に遊べる」「おもちゃがある」等が多かったことからも、特に

施設設備について良好な環境を整備しているといえる。 

イベントについて不満があるのは全体の１％のみであったが、今後とも利用者のニーズを反映

させた事業の実施に期待したい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については概ね適切な経理状況である。 

今後も効率的な経営に留意した上で、より充実した事業実施のための予算執行を望みたい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

全体的に良好な保育サービスの提供がなされている。 

 子育て交流サロンにおける行事等の実施については、事業計画に従い良好に実施されており、

助産師や専門職による育児相談など、指定管理者が有するノウハウやネットワークを十分に活か

した事業が展開されている。 

 利用者満足度が非常に高い点からも、職員が利用者に対して適切な対応を行い、質の高い一時

保育の実施・交流サロンの開設を行っているといえる。 

 静岡中央子育て支援センターは静岡市の子育て支援において中核となる施設であり、今後とも

他の子育て支援機関と連携した事業展開に期待したい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 子育て支援課  

施設の名称  清水中央子育て支援センター 指定管理者名  (福)静岡市社会福祉協議会 

１ 履行状況  

 協定書（仕様書）及び事業計画書に従って、適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 施設内の衛生管理・清掃業務や設備の日常点検等、仕様書に沿って適切な施設管理、良好な環

境整備が行われている。 

  

（２）施設利用者数 

 【一時・定期保育室】 

 年間開設日数 359 日 

 一時保育室 利用者数 1,976 人（前年度 1,949 人） 利用時間数 13,016 時間（前年度 11,790

時間） 

定期保育室 利用者数 4,746 人（前年度 5,530 人） 利用時間数 41,280 時間（前年度 48,707

時間） 

 一時保育については大きな変化はないが、定期保育については利用者が 784 人、利用時間が

7,427 時間減少している。 

０～２歳児の利用が目立って増えており、特に３歳未満児の一時保育利用時間数が 1,706 時間

増加している（平成 22年度 6,735 時間→平成 23 年度 8,441 時間）。 

 利用する理由については全体の 70％弱が仕事であることから、市内保育園の機能を補完する役

割を果たしていることがわかる。 

  

 【子育て交流サロン】 

 年間利用者数は 13,287 人（前年度 14,561 人）だった。 

 利用者数が 1,274 人減少しているが、新規利用者も 538 人おり（平成 23 年度 618 人）、静岡市

の子育て支援の中心となる施設として安定した運営を行っている。 

  

（３）事業実施状況 

 子育てに関する交流事業、相談事業、情報の収集や提供などについて、事業計画に沿って適切

に行われている。 

 子育て及び子育て支援に関する講座等は５０回以上行われる等、多くの講座やイベントが定着

し、魅力ある事業展開がされている。 

 

主な事業は以下のとおり（ほとんどの事業が自由参加のため参加実績人数はなし） 

 誕生会（月 1回）、保健師育児相談（４ヶ月に１回）、ベビーマッサージ、パパと遊ぼう、小児

科医を囲んで、手作り布おもちゃ、水遊び等 

－ 96－



 

（４）職員配置状況、職員研修等 

  仕様書に基づき、１日のうち最も利用者が多くなる時間帯において最低限下記の職員を配置し

ている。  

 ①所長 １人      指導員及び保育士等の管理者として、職責を果たせる者 

 ②子育て交流サロン   相当な知識及び経験のある指導員２人 

 ③一時保育室      相当な知識及び経験のある保育士２人    保育士６人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

特に意見等はないが、利用者からの意見にすぐに対応できるように対応責任者を置くととも

に、対応を検討するための組織を設けており、良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

【一時保育室】 

利用者満足度調査における調査項目のうち、①保育環境 95.2％、②職員対応 95.2％、③子ど

もとの関わり 95.2％、④子どもの反応 90.4％、⑤保育記録 90.5％、⑥予約方法 95.2％が、「非

常に満足」「それなりに満足」という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提

供していることがわかる。 

なお、全ての項目で不満と回答した人は一人もいなかった。 

また、当該施設の一時保育室を選んだ理由として「保育時間が利用しやすい」が 52.4％で最も

多く、次いで「保育士の対応がよい」52.4％、「公共施設で安心」42.9％、が多く、多くの利用

者がサービスに満足していることがわかる。 

 

【定期保育室】 

利用者満足度調査における調査項目のうち、①保育環境 95％、②職員対応 95％、③子どもと

の関わり 100％、④子どもの反応 95％、⑤保育記録 90％、⑥予約方法 75％が、「非常に満足」「そ

れなりに満足」という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提供していること

がわかる。 

なお、全ての項目で不満と回答した人は一人もいなかった。 

また、当該施設の一時保育室を選んだ理由として「保育時間が利用しやすい」が 65％で最も多く、

次いで「通勤の関係で便利」50％、「保育士の対応がよい」50％が多く、多くの利用者がサービ

スに満足し、また現在の保育室開設時間等が利用者ニーズに沿っていることがわかる。 

 

【子育て交流サロン】 

調査項目のうち、①保育環境 95％、②職員対応 98.3％、③イベント 86.6％が、「非常に満足」

「それなりに満足」という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提供している

ことがわかる。 

利用者の利用目的として「安全に遊べる」「おもちゃがある」等が多かったことからも、特に

施設設備について良好な環境を整備しているといえる。 

また、全ての項目について不満があると回答した人はいなかった。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務の収支状況については概ね適切な経理状況である。 

今後とも効率的な経営に留意した上で、より充実した事業実施のための予算執行を望みたい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

全体的に良好な保育サービスの提供がなされている。 

 子育て交流サロンにおける行事等の実施については、事業計画に従い良好に実施されており、

助産師や専門職による育児相談など、指定管理者が有するノウハウやネットワークを十分に活か

した事業が展開されている。 

 利用者満足度が非常に高い点からも、職員が利用者に対して適切な対応を行い、質の高い一時

保育の実施・交流サロンの開設を行っているといえる。 

 また、定期保育を行っていることから市内保育園の機能を補完するとともに、市民に対して良

質な夜間・休日保育の提供を行っている。 

清水中央子育て支援センターは静岡市の子育て支援において中核となる施設であり、今後とも

他の子育て支援機関と連携した事業展開に期待したい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名 子育て支援課  

施設の名称  城東子育て支援センター 指定管理者名 企業組合労協センター事業団 

１ 履行状況  

 協定書（仕様書）及び事業計画書に従って、適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 施設内の衛生管理・清掃業務や設備の日常点検等、仕様書に沿って適切な施設管理、良好な環

境整備が行われている。 

 

（２）施設利用者数 

 平成２３年度の子育て交流サロン利用者数は 17,913 人（前年度 19,546 人）であった。子育

て交流サロン利用者数は減少しているが、新規来所者は 856 人（昨年度 340 人）と前年度より 516

人増えており、保健福祉センターとの連携等効果的な施設利用促進のための方策が実施され、市

民への認知度は高まっていると考えられる。 

 また、城東保健福祉エリア内に設置された保健福祉センターやいこいの家等の施設との共催事

業である地域交流まつりでは、約 2000 人の参加者が城東子育て支援センターを訪れた。 

 

（３）事業実施状況 

 子育てに関する交流事業、相談事業、情報の収集や提供などについて、事業計画に従って適切

に行われている。 

 地域の子育て支援拠点として、保健福祉センターの保健師やいこいの家等と連携し、地域に根

差した運営に努めている。子育て及び子育て支援に関する講座等を 101 回実施し、地域の保育園、

主任児童委員、保健福祉センター等との連携を深めるため連絡会を年２回開催した。 

なお、子育て相談事業については、面接、電話あわせて 84件の相談を受けている。 

主な事業の参加者数は以下のとおり 

  ア 乳幼児の救急法         ６３組参加 

  イ ミニ講座            １２回開催 延べ３１７組参加 

  ウ おゆずり会           ３回開催 延べ１５９組参加 

  エ 絵本・育児書の貸出       延べ３０８件 

オ 地域交流まつり（城東福祉エリア内施設共催）    2000 名参加 

 また、地域の子育て力を高める取組としてボランティアの受入を積極的に行っており、小学生

から大学生に福祉体験の場を提供している。 

 主なボランティアの受け入れは以下のとおり 

 養成講座を修了した子育てサポーター、小学生・中学生・高校生による夏休み福祉体験、東海

大学短期大学部児童教育学科による人形劇、静岡農業高等学校インターンシップ等 

 

（４）職員配置状況、職員研修等 

  仕様書に基づき、常時２名以上の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験
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を有するものを配置しており、そのうち 1名は施設長として配置している。 

 また、母親だけでなく子育てに関わるすべての保護者が気兼ねなく施設利用できるよう、年齢

等様々な職員を配置している。 

 また、職員は積極的に研修に参加し、より質の高い子育て支援センターの運営に努めている。 

参加した主な研修は以下のとおり 

 発達障害に関する研修会、静岡県小児保健学会、子育て未来マイスター研修（防災、地域との

関係づくり、フィンランドの子育て支援）等 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

【利用者からの意見・要望】 

 ・土日も開設してほしい→平成２４年度に数回程度土曜日開設を予定している。 

 ・昼食を食べる場所がほしい→「ピクニックごっこ」として本来は閉所する１２時～１３時も

開設し、各自が持参した食事をとる企画を定期的に行っている。 

市民サービス向上のために積極的に利用者の意見を取り入れ、指定管理者独自の新しい事業を

企画しており、その対応について評価できる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者満足度調査項目のうち、①送迎時の職員の対応 88％、②職員と子どもとの関わり 78％、

③利用後の子どもの反応 75％、④行事・イベントの内容 54％が、「非常に満足」「それなりに満

足」という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提供していることがわかる 

 行事・イベントの内容について不満をもっている人はいないが、利用者のニーズをとらえてさ

らに良い事業となるよう期待したい。 

 また、アンケートの自由記述欄では職員に対する感謝の言葉が多くみられ、職員が利用者に適

切な対応を行っていると考えられる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されている。 

 昨年度の指摘事項であった管理的経費が多く、事業費や施設管理費等の事業運営や施設の環境

整備に係る支出が相対的に少なかったことについては、今年度は予算配分の見直しが行われ、職

員研修の充実やゆとりある職員配置、魅力的な事業展開を行うための予算執行がなされた。 

今後も効率的な経営に留意した上で、子育て支援センターの充実した運営のための予算執行を

望みたい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 全体的に良好な子育て支援拠点事業の提供がなされている。 

 利用者の声を真摯に受け止め、ニーズに応えようと各関係機関と連携して新たな試みに取り組

む姿勢がみられ、指定管理者の持つノウハウやネットワークなどを活かした運営がされている。 

 複合施設内にある強みを生かし、城東保健福祉エリア内の各施設と連携し、地域とつながりの

ある子育て支援センターとなっている。また、多くのボランティアを受け入れ、地域の子育て力

を高める役割を果たしている点も評価できる。 

行事等の実施については、概ね事業計画に沿って良好に実施されている。 

今後とも、利用者のニーズをとらえた魅力的な事業展開を行い、一層指定管理者の強みを生か

した運営に期待したい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 子育て支援課  

施設の名称  蒲原子育て支援センター 指定管理者名 ＮＰＯ法人 子育て支援どろん子 

１ 履行状況  

 協定書（仕様書）及び事業計画書に従って、適切に履行されている。 

 

（１）維持管理業務 

 施設内の衛生管理・清掃業務や設備の日常点検等、仕様書に沿って適切な施設管理、良好な環

境整備が行われている。 

 

（２）施設利用者数 

 乳幼児とその保護者を対象とした子育て交流サロン利用者数は 8,760 人（前年度 8,260 人）、

就学児を対象とした児童交流サロンの利用者数は 1,420 人（前年度 1,830 人）であった。子育て

交流サロンについては利用者が増加しており、開設２年目で地域での認知度が向上した結果であ

ると考えられる。児童交流サロンの利用者数減少については、小学校の下校時刻が遅くなったこ

と等が影響していると考えられる。 

 

（３）事業実施状況 

 子育てに関する交流事業、相談事業、情報の収集や提供などについて、事業計画に従って適切

に行われている。また、地域との交流活動も積極的に行われ、特に児童館との共催事業や保健福

祉センターとの連携等を通じて地域の子育て支援拠点としての役割を果たしている。 

なお、子育て及び子育て支援に関する講座等を 64 回実施し、地域の保育園、幼稚園、小学校、

児童館、主任児童委員、保健福祉センター等との連携を深めるため連絡会を年２回開催した。 

また、子育て相談事業については、面接、電話あわせて 203 件の相談を受けており、前年度の

103 件から大幅に増加している。 

主な事業の参加者数は以下のとおり 

  ア 親子ふれあい体操        ４回開催 延べ８８組（１８１名）参加 

  イ おはなしの会          １２回開催 延べ１６６組（３４４名）参加 

  ウ ちょこっとまつり（サポーターチョコの会との共催）     延べ１２８名参加 

  エ クリスマスコンサート（児童館共催）    ５４組（１２２名）参加 

 

（４）職員配置状況、職員研修等 

  仕様書に基づき、常時２名の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有

するものを配置しており、そのうち 1名は施設長として配置している。 

 また、職員は積極的に研修に参加しており、より質の高い子育て支援センターの運営に努めて

いる。 

 参加した主な研修は以下のとおり 
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 施設ボランティア受け入れ担当者研修会、子育て支援者・保育者のための防災シンポジウム、

発達支援講演会、地域子育て支援拠点事業研修会、子育て実践交流会等 

 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 特に意見等はないが、利用者の意見を真摯に受け止め、意見への対応を行う場合には必ず所管

課あて相談を行う等、改善していくための良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者満足度調査における調査項目のうち、①施設の整備 100％、②おもちゃ等の遊び環境

98％、③行事・イベントの内容 91％、④職員の対応 98％が、「非常に満足」「それなりに満足」

という結果であり、多くの利用者に対し満足のいくサービスを提供していることがわかる。また、

どの項目も不満と回答した人は一人もいなかった。 

 また、アンケートの自由記述欄では職員に対する感謝の言葉が多くみられ、職員が利用者に適

切な対応を行っていると考えられる。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており、良好であ

る。 

 備品費が増加したが、主には東日本大震災後に支援センターとして必要と思われる防災対策用

の備品等を購入したものであり、概ね適切な支出が行われていると考えられる。 

 また、年間事業回数が増えたことや職員の積極的な研修への参加により人件費が増加してい

る。 

 今後も効率的な経営に留意した上で、子育て支援センターの充実した運営のための予算執行を

望みたい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 全体的に良好な子育て支援拠点事業の提供がなされている。 

 開設から２年が経過し、利用者の多くは蒲原・由比地区在住であり、地域に根差した子育て支

援センターとして定着してきている。 

 また、利用者満足度調査においても利用者の非常に高い評価を得ており、フロアでの相談も増

加したことから、職員と利用者の間に信頼関係が形成され、多くの利用者にとって満足度の高い

運営がされている。 

行事等の実施については、概ね事業計画に沿って良好に実施されている。 

今後とも、地域組織、団体、住民との連携を図るとともに、市内各子育て支援センター、保育

所及び児童館等と協力し、より一層地域子育て支援の拠点となるような施設運営を期待したい。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名 保健衛生総務課   

施設の名称 急病センター 指定管理者名（社）静岡市静岡医師会 

１ 履行状況 

協定書、業務仕様書及び事業計画書どおり適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

建物、設備の保守点検については、定期的な点検及び自主点検が実施され、利用者が常に安全に

利用できる状態に保たれている。また、備品の保守管理については、故障している備品はなく、適

切に保守されている。清掃業務については、第三者委託により毎日実施されており、衛生的な状態

が保持されている。 

（２）施設利用者数 

  平成 23 年度の利用者数は 15,495 人で、前年度（14,304 人）に比べ 1,191 人増加した。本施設

は、初期救急医療を提供する施設であり、インフルエンザ等の流行により利用者数は大きく増減す

るほか、施設の性格上、指定管理者の努力により利用者が増加するものではない。 

（３）事業実施状況 

  急病センターは、毎夜間、午後７時から午後 10 時まで、内科、小児科、外科について、初期救

急医療を提供しており、事業計画書どおりに運営されていた。職員の勤務体制についても、事業計

画書の職員体制と相違なく、医師、看護師、薬剤師などの専門職を適正に配置し、運営されている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

施設の利用案内については、電話、ホームページ、チラシなどにより行っているほか、診療内容

や周知事項については、分かり易い文書で施設内に掲示されている。利用者からの意見・要望につ

いては、受付スタッフのほか、意見箱を設置して対応しており、寄せられた意見・要望は、記録し、

対応策を検討している。平成 23 年度の件数は４件であり、医師等のスタッフの接遇に関するもの、

会計時間に関するもの、診療に対する感謝を表したもの等があったが、当該施設は初期救急医療機

関であり、応急的な診療を行うため、市民の期待する専門的な治療は難しいことから、引き続き市

民に適切な広報を実施し、理解を得ていきたい。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

  平成 20 年度に市民意識調査を実施しているため、市民アンケートは実施していないが、今後、

各種講座などの機会に実施していきたい。 

（２）利用者満足度調査 

  当該施設は、初期救急医療を提供する施設であり、利用者は体調の悪い人や精神的に余裕のない

付添いの人であるため、調査の実施は利用者に大きな負担を強いることとなり困難であると考えら

れ、利用者への満足度調査の実施は、難しい面がある。 

なお、昨年度(平成 23 年３月)には、施設利用者に対するアンケート調査を実施しており、調査

の結果、17名から回答が得られ、施設や医師の診療については、70 %超が満足かやや満足という結

果であり、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされていることがわかる。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務に係る収支状況については、概ね予算のとおり執行されており、支出超過もなく良

好である。また、会計帳簿及び経理関係書類も適切に作成されているほか、静岡市静岡医師会の監

事による監査、及び税理士による監査を受けている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

当該施設は、医療施設であることから、医薬品や医療機器による医療事故防止、感染症患者への

対応や医療廃棄物の処理を含めた感染防止対策などの医療安全管理体制が構築されているほか、患

者情報等の個人情報の取扱いについて、マニュアル等が整備されており、職員への周知も図られて

いる。また、職員によるミーティングを定期的に行い、情報の共有化が図られている。 

以上のとおり、施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されていた。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名 動物指導センター   

施設の名称 動物愛護館 指定管理者名（社）静岡県動物愛護協会 

１ 履行状況 

（１）維持管理業務 

動物愛護思想の普及啓蒙に関する事業、動物の適正使用に関する事業、不幸な動物を増やさないた

めの事業、動物指導センターが実施する事業への参画、動物愛護館の施設管理に関する事業を実施し

たほか、清掃業務、夜間警備業務について第三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適

切に行われている。 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者数（来館者数）は 14,024 人（大人 10,563 人、小人 3,461 人）で前年度の 18,775

人に比べ減少した。しかし、９月に清水区で実施した動物愛護フェスティバル当日に動物愛護館を休

館にして出張動物愛護館を開催し、そこで 5,000 人の参加者があったため、前年度同様の利用者があ

ったと判断され、良好な運営がなされている。 

（３）事業実施状況 

毎月１回実施するイベント事業については、事業計画のとおり適正に実施されている。 

そのほか、中高生及び大学生の体験学習（インターンシップ）の受け入れも行っており、教育の場

としての機能も有している。 

 

主な事業の参加者数 

・子犬しつけ方教室            105 名 

・ワンちゃんプールで遊ぼう        433 名 

・ネコ展                 255 名 

・体験学習(ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ)受入れ        26 名 

・犬・猫の譲渡       子犬 27頭、ネコ 17 頭 

 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望等に対してはおおむね適切な対応がとられており、即時の対応が困難であ

る要望にも前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

また、動物指導センターの朝礼に毎日参加して情報共有を図り、市民対応について、同一の姿勢で

対応するよう心掛けている。イベントごとに講師、関係者より意見を聞く等、意見要望を積極的に取

り入れる体制が整えられている。 

 

グルーミング室の作業台とドライヤーが古くて使いづらいとの要望があった。 

→ 備品であるので、動物指導センターと協議し、新たに購入した。 

  

ふれあい譲渡用の猫を飼養しはじめたため、展示室内に臭気がこもっているとの苦情があった。 

→ 動物指導センターと協議し、空気清浄機を購入した。 

「動物とふれあいたい」という声が多かった。 

→ 子犬が少ないため、ふれあい犬（成犬）を 1頭増やした。猫ふれあい室を整備した。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

平成 23 年度は、広く一般市民を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

イベントに参加した施設利用者に対して 12 回の満足度調査を行った結果、90％が満足かおおむね

満足という結果であり利用者の多くにとって適切な事業運営がなされていることが分かる。 

（３）その他の調査 

施設利用者に要望等の調査を窓口アンケートによって通年行っている。そのデータをもとに次年度

等のイベントを開催する参考としている。これらの事から良好な管理運営がなされていることが分か

る。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

経理の７割以上は人件費であるが、毎朝動物指導センターへ定例報告の際、出勤状況を確認してい

る。その他はイベント開催経費及び光熱水費等の維持管理料の必要経費であるが、適正に執行されて

いることを確認している。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

動物愛護精神の普及啓発を目的として毎月１回イベントを開催しているが、必ずその年のトピック

スを取り入れて実施しており、工夫がみられる。利用者からも再度参加したいとの声が多く寄せられ、

嬉しいことである。 

平成元年から情操教育を目的とした子犬のふれあい、譲渡を実施していたが、飼い犬の適正管理の

徹底等により、ここ数年、動物指導センターに持ち込まれる子犬が減り、動物愛護館に子犬がいない

状況が増えたため、子犬のいない時期のふれあい広場の有効活用を考えていく必要がある。 

また、猫の適正管理を推進すべく、平成 22 年度から子猫のふれあい、譲渡を開始したが、子犬よ

りも希望者が少なく、子猫の譲渡事業の推進が、これからの課題である。 

全体として、履行状況は良好であった。次年度以降も、この姿勢を忘れず、愛護館運営に取り組む

ことを望む。  
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名  精神保健福祉課  

施設の名称 静岡市支援センターなごやか 指定管理者名 医療法人社団リラ 

１ 履行状況  

   業務仕様書及び事業計画書に従い概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

    昨年と同様、施設内清掃業務、空気清浄機保守点検業務については第三者委託により実

施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

（２）運営業務 

①施設利用者数 

平成 23 年度の延べ利用者数は 8,457 人で、目標値である 9,150 人を 7.5％下回った。ま

た、前年度の 10,657 人と比較しても 20.6％減少している。１日あたりの平均利用者数も

29 人（昨年は 37人）と前年を下回っている。しかし、東日本大震災の影響を受け、利用者

が外出を控えたり、各種イベント行事が中止になる等の影響を受けたことも考えられ、総

合的には良好な運営がなされている。 

②事業実施状況 

     概ね事業計画のとおり実施されており、参加者数も前年度実績もしくは目標数を上回

っており良好に実施された。 

     ア 指定相談支援事業  

相談件数は 1,014 件で、当初見込みの 750 件を大幅に上回っている。 

     イ 地域活動支援センター事業  

概ね事業計画のとおり実施されており、主催事業参加者数は946人（平成22年度1,810

人）、サークル活動参加者数は 2,295 人（平成 22 年度 1,727 人）となっている。また、

利用者の希望を取り入れたプログラムを開催するなどしている。 

     ウ 地域交流活動 

     平成 23 年度は４回実施（目標４回）し、1,261 人の市民の参加があった。また、積極

的に啓発活動にも取り組んでいる。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

  利用者からの意見・要望に対しては、即時に対応、協議し解決をはかり、また、学習会を開

く等、良好な対応がなされている。 

また、利用者とのミーティングも月に１回行っており、意見、要望を積極的に取り入れる体制が

整えられている点も高く評価できる。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 平成 23年度は施設利用者に対して、満足度調査を実施しておらず(平成 21・22 年度は実施)、

前年度との比較等もできないため、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされていることが

不明である。利用者の声を適切に反映していくために満足度調査の実施及び回答内容の分析を行

うことを要望する。 

（２）市民アンケート 

 平成 23年度は市民アンケートを実施しておらず(平成 22 年度は実施)、前年度との比較等もで

きないため、市民目線による認知度等が不明である。外部の評価を適切に反映していくために市

民アンケートの実施及び回答内容の分析を行うことを要望する。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、若干の支出超過が見られるが、これは主に賃借

料及び保険料の当初見込より大幅に増加していることが理由である。各支出項目により当初見込

と実績額と乖離がみられるため、適切な資金運用を行う計画の策定を行う等、さらなる努力を期

待したい。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営全般に関しては、事業計画に従い良好に実施されており、主催事業等の参加者

も増えており、非常に評価できる。 

困難事例増加への対応の取り組み等更なる相談体制の充実が望まれる。 

 利用者満足度調査や市民アンケートを実施し、利用者目線または市民目線の意見を積極的に取

り入れ、サービスの質の向上や施設の認知度を高めるための活動に活かしていくことを強く期待

する。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

 課名  産業政策課      

施設の名称 静岡市産学交流センター 指定管理者名  財団法人静岡産業振興協会 

１ 履行状況 

 業務仕様書及び事業計画書に従って適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 施設の管理運営業務、相談業務等の起業者・中小企業者支援業務を実施し、各業務とも事業計

画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の利用者数は 69,100 人（うち、会議室利用者 68,480 人）で、前年度比 3.4％（会

議室利用者 3.5％）増加しており、良好な運営がなされている。 

（３）事業実施状況 

 概ね事業計画のとおり実施された。主な事業の参加者等は以下のとおり。 

①マーケティング支援事業  16 講座 965 名 

②窓口相談  217 件 

③地域課題に関する産学共同研究  ５件 

④高等学校等起業家育成事業 実施校６校 14 回（大学９回、専門学校３回、高校２回） 212 名 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

特に意見要望はないが、月例会議を実施し、施設の利用状況・事業予定等について報告を行い、

情報の共有化が図られている。また、随時ミーティング等を実施し、スタッフ間で気がついた点に

ついて検討・改善を行っている点は高く評価できる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

本施設は創業を目指す方及び中小起業者のための施設であり、利用者が限定されているため、広

く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。講座を開催する際にアンケートを行ってお

り、おおむね良好な評価を受けている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 「マーケティング支援」「産学連携支援」「起業支援」を核とした施設を目指し、大学や他の産業

支援機関の意見、利用者からの声を取り入れながら、適切に事業を実施している。 

 特に市内起業者、中小企業経営者等のマーケティング力の向上を支援するために実施しているマ

ーケティング支援講座では、受講者の８割以上が「大変満足・満足」と回答。スタッフの対応の改

善も年々進んでおり、利用者の声を取り入れながら、より良い講座の運営がなされているものと評

価できる。 

 引き続き大学や他の産業支援機関等との情報交換や事業連携などの協力関係を深化させ、利用者

となる地元中小企業者や起業者にとってより使い勝手が良く、役に立つ施設となることを求めてい

く。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

 課名  産業政策課      

施設の名称  静岡市清水産業・情報プラザ 指定管理者名  静岡商工会議所 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 保安警備・施設管理業務、清掃管理業務、環境衛生管理業務等について第三者委託により実施し、

各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

（２）主な施設利用者数 

【創業者育成室】 

平成 23 年度末時点で全 32 室中 24 室が稼働（入居率 75％）している。昨年度末時点の入居率 93％

と比較すると大幅に下回っているが、最長入居期限到達や、事業拡大のため卒業した入居者が多か

ったことが主な理由と考えられる。 

(参考：平成 24年 5 月末時点の入居率 81％) 

空き部屋の入居募集案内については、HP、チラシによる周知、地域情報誌への広告掲載等により

実施されている。 

【パソコン体験コーナー】 

 平成 23年度は 5,578 人の利用があり、昨年度実績 5,589 人と比較すると微減となった。これは、

パソコンや携帯電話等、社会全体のインターネット接続環境が年々発達しているためと考えられる。 

以上のことから、正常な運営がなされているものと言える。 

（３）主な事業実施状況 

【創業＆産学官フェア in 清水】 

清水産業・情報プラザ開設 10 周年を記念し、創業者育成室入居者の PR を主な目的とした展示会

を実施した。参加者は 194 名であり、多くの参加者に対して入居者や他の産業支援施設等を PRでき

た。 

【産学官講演会・交流会】 

概ね事業計画のとおり実施されている。参加者数は 467 名であり前年度比 26％増加となった。講

演会後に交流会を実施することにより、産学連携の足がかりとなる交流が図られたと考えられる。 

【情報化講演会】 

概ね事業計画のとおり実施されている。参加者数は 86 人であり前年度比 8％減少となったが、マ

イクロソフトオフィス活用講座には平均 20 名強が参加しており、市内中小企業及び市民に対する情

報化の支援が継続的になされているものと考えられる。 

【オンリーワン企業育成支援事業】 

概ね事業計画のとおり実施されている。支援事業所数は 17 事業所（前年度比 1 事業所減少）。市

内中小企業に対し専門アドバイザーや創業者育成室入居者を派遣し、現場作業改善や商品の高付加

価値化等に関する支援が行われた。 
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２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 特に意見等はない。利用者の意見に迅速に対応できるよう担当者を設けている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 本施設は、中小企業及び創業者支援、市民の情報化支援のための施設である。指定管理業務とし

て実施しているセミナーや講演会においてアンケート調査を実施しており、概ね良好な評価を得て

いる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い正常に実施されており、適切な管理運営がなされ

ている。 

創業者育成室の入居率は 23 年度末に低下したが、24年 5 月末現在では回復傾向を示し、また産学

官交流事業では、参加者数が前年度に比べ大幅に増加しており、創業者支援、産学官交流の推進と

いった産業支援機関としての機能を果たしているといえる。 

一方、貸会議室の稼働率が低位推移しており、地元大学や企業等に対し広く利用を呼びかける等、

施設の利用率向上を目指す必要があると思われる。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

 課名  産業政策課    

施設の名称 

静岡市クリエーター支援センター 

指定管理者名 

特定非営利活動法人しずおかｺﾝﾃﾝﾂﾊﾞﾚｰ推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書の従って適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 クリエーター育成業務、センター利用許可業務を実施したほか、企画運営業務及び施設点検業

務等について第三者委託により実施。各業務とも事業計画に従って適切に遂行された。 

（２）施設利用者数 

  平成 23 年度の施設利用者数は 14,372 人で、前年度 9,009 人と比べ 5,3637 人増となったが、子

ども向けのワークショップの開催・作品展覧会や、オリキャラ祭りなど市民が広く楽しめる企画

を開催したこと、静岡市出身の「しりあがり寿」氏の展覧会を通年開催したこと、セミナー等Ｐ

Ｒ活動に力をいれたことが主な理由と考えられる。 

（３）事業実施状況 

  海外クリエーター等によるコンテンツ関連セミナー・研修会を５回、展覧会を９回実施した。

また、シンガポールからレジデンスを受入れ、制作活動中には、事業スタッフが助言や指導を行

い、同施設での展覧会や、地域のクリエーターとの交流を実施した。 

  施設卒業者についても、市内で新たに事務所を借り、事業を継続しておりインキュベート施設

としても高く評価できる。 

 

 主な展覧会は以下のとおり 

 ・しりあがり寿「いろいろやるら。」 

 ・共栄 design×spparatu スペインレジデンス報告展 

 ・ＤＯＴＭＯＶ ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０１１ 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては、適切な対応がとられている。また、ＣＣＣ施設以外での展

覧会（旧マッケンジー邸、東御門）を開催し、市民に対しての情報発信等にも努めており、意見・

要望を積極的に取り入れる体制も整っている。 

【具体的な意見・要望】 

ＨＰで目的のページまでスムーズにたどり着くことができない。 

機関誌・セミナー等、横文字が多く、わかりにくい。 

展覧会会期中は、日曜日も開館して欲しい。 

壁の穴や天井のシミなど、展示スペースの状態が良くない。 

【対応】 

ＨＰ等の問い合わせには、分かりやすい言葉で丁寧に説明した。 

機関誌等については、利用者目線に近づくよう心掛けた。 

展示スペースの穴・シミなどに対し、職員がパテ・ペンキを使って修繕を行った。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

 ＣＣＣ施設以外での展覧会（旧マッケンジー邸、東御門）でのアンケートを実施し、広く一般

市民に対する意見も取り入れるよう努めた。 

（２）利用者満足度調査 

 施設利用者に対しては、各セミナー実施後にアンケート調査を行った。館内表示のわかりやす

さの評価は低いものも、清潔さ、使いやすさ、職員の対応など、非常に満足、満足という結果を

得ており、良好な評価を受けている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算どおりに執行されており、良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

ＣＣＣ施設以外での展覧会の開催、市の広報誌の有効活用など、市民に広くＰＲした姿勢は評価

できる。その成果として、利用者アンケートの結果でも満足度は高いと考えられる。 

また、産業支援施設として、クリエーター育成、新たなクリエーターの発掘などにも期待したい。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト 

課名  商業労政課      

施設の名称 静岡市北部勤労者福祉センター 指定管理者名 財団法人静岡市振興公社 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

建築物環境衛生管理業務、消防用設備保守点検業務等について第三者委託により実施し、各業務と

も事業計画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

平成 23 年度の利用者数は 101,259 人で、前年度の 89,591 人と比較して約 13.02％増加している。

これは、パソコン講座、フィットネス講座など各種講座の拡充拡大を行い、初心者や中高年者でも気

軽に参加・継続ができるようになったと考えられる。 

（３）事業実施状況 

パソコン・フィットネス講座等の事業については、事業計画のとおり実施されており、また自主事

業として多くの講座が実施された。 

主な事業の実施状況は以下のとおり。 

ア パソコン講座（指定講座数：年間 48 講座以上） 

101 講座、564 人 

イ フィットネス講座（指定講座数：年間 24 講座以上） 

104 講座、1,844 人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である要望

に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

要望からの修繕対応についても、すべて業者任せにするのではなく、職員自らが行えるものは実施

し経費の削減に努めている。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

意見等：４階トレーニング場の利用に際し、その都度受付で名前・連絡先を記入することが不便で

ある。 

対応：名前・連絡先を登録制にし、利用者には登録カード番号のみを受付で記入してもらいトレー

ニング場を利用できることとした。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

 静岡新聞社、静岡放送主催、静岡県共催の「しずおか元気応援フェア 2011」（10 月９日、10 月 10

日）において一般来場者を対象にアンケート調査を実施したところ、静岡市振興公社が管理する施設

の中では北部勤労者福祉センター（ラペック静岡）の認知度は 14 施設中８番目であった。 

（２）利用者満足度調査 

 施設利用者に対して満足度調査を行った結果、職員の対応について 84％が「とても良かった」「良

かった」、施設内清掃整頓について 59％が「行き届いている」と回答しており、利用者の多くにとっ

て適切な施設運営がなされている。 
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（３）その他の調査 

 市民アンケートを施設外においても実施し、施設情報の発信や広報を行っていることも評価でき

る。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況は、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者満足度調査においては高い満足度を得ていることから、今後も継続して高満足度を維持すべ

き事業運営を期待したい。 

 施設の管理運営は、事業計画等に基づき適切に実施されており、施設は良好な状態に管理され、運

営も良好に行われている。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  商業労政課   

施設の名称 東部勤労者福祉センター 指定管理者名（財）静岡市まちづくり公社 

１ 履行状況 

  業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

   施設の保守・管理・点検・清掃等の業務について実施され、各業務とも事業計画に従って適切

に行われている。 

なお、静岡市保健所による採水検査でジャグジー浴槽からレジオネラ菌が検出されたため、清掃

消毒等の緊急対応を実施し、保健所の改善指導に従い設備修繕等の改善措置を行った。 

（２）施設利用者数 

   平成 23 年度の利用者数は 341,766 人で、前年度の 336,789 人と比較して 1.5％の増加となった。

またテルサホールの利用人数が前年より増加していることから良好な運営がされている。 

（３）事業実施状況 

   パソコン・一般教養講座等の事業については、事業計画のとおり実施されており、また自主事

業として多くの講座が実施された。 

   主な事業の実施状況は以下のとおり。 

   ア パソコン講座（年間 31 講座）            72 講座、721 人 

   イ 一般教養講座（年間 31 講座）            53 講座、854 人 

ウ フィットネス講座・プール講座（年間 1,437 時間）   1,627 時間、9,351 人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である要望

に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

 非常階段案内表示の要望に対し即時対応する。障害者駐車場の周辺が暗く駐車しにくいとの要望

に対し、照明の点灯箇所を工夫する。以上のような良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

   本指定管理者が管理する他施設やイベント等において市民アンケートを実施したところ、管理

する施設の中で、東部勤労者福祉センター（清水テルサ）の認知度が高かった（14施設中４番）。 

今後も指定管理者の管理する各施設における連携をとり、広報に努めることを期待したい。 

（２）利用者満足度調査 

   施設利用者に対して満足度調査を行った結果、職員の対応について７８％が「とても良い」「良

い」と回答、施設内清掃整頓について６６％が「行き届いている」と回答しており、利用者の多く

にとって適切な施設運営がされていることがわかる。 

（３）その他調査 

   利用報告書に自由意見欄を設けているが、「毎回、対応の良さを感じている。職員の笑顔が気持

よい」等の回答があり、良好な施設運営がされていることがわかる。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況は、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者満足度調査においては高い満足度であり、市民アンケートの結果でも高い認知度である。自

治会組回覧にイベント・講座情報を配布するなど広報を積極的に行った結果、利用者数が増加してい

ることから、指定管理者の工夫が見え評価できる。 

施設の管理運営は、事業計画等に基づき適切に実施されており、施設は良好な状態に管理され、運

営も良好に行われている。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

               課名  商業労政課        

施設の名称 静岡市南部勤労者福祉センター 指定管理者名 公益財団法人 静岡市文化振興財団 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

トレーニング機器保守点検業務、自動券売機保守管理業務等を第三者委託により実施し、各業務と

も事業計画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の利用者数は 40,169 人で、前年度の 38,270 人と比較して約 5.0％増加した。うちトレ

ーニング・フィットネスルーム利用者数の増加が前年比 2,396 人増と顕著であり、概ね良好な運営が

なされている。 

（３）事業実施状況 

 パソコン講座、フィットネス講座等の事業については、事業計画のとおり実施されている。また自

主事業として「４世代によるダンス＆アートセレブレイションぱっかぐらの森で踊る！！」等、他の

センターにはないユニークな講座が実施され好評を博するなど、良好に実施された。 

 主な事業の実施状況は以下のとおり。 

 ア パソコン講座    34 講座 受講者 245 人（定員 340 名、充足率  72.1％） 

 イ フィットネス講座  28 講座 受講者 775 人（定員 700 名、充足率 110.7％） 

 ウ 自主講座      7 講座 受講者 666 人（定員 730 名、充足率 91.2％） 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられており、即時の対応が困難である要望

に対しても前向きに検討しており、良好な対応がなされているといえる。 

[具体的な意見・要望と対応状況] 

＜トレーニングルーム内女子更衣室＞ 

 意見等：トレーニングマシンの不具合について、早く対応してほしい。 

対応：トレーニングマシンの修繕業者が遠方であり、早急な対応が難しい点があるが、機器の消耗

品や部品の交換、補充については、職員で行うことが可能な範囲において、対応するよう努めた。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）講座受講者への満足度調査 

 勤労者のためのパソコン講座及びフィットネス講座の受講者に対し、満足度調査を実施。平均満足

度は 84％と、目標値の 80％を達成しており、利用者の多くにとって適切な施設運営がなされている

ことがわかる。 

（２）その他の調査 

 施設内に常時意見箱を設け、寄せられた意見・要望等に対しては、十分検討がされたうえ施設運営

の改善の参考とされており、良好な管理運営がなされていることがわかる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況は、概ね予算のとおりに執行されており良好である。 
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５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

利用者満足度調査においては、高い満足度である。昨年より利用者数が増加しており、フィットネ

ス講座及び一部の自主事業において、申込が定員を大幅に上回る等、指定管理者の努力がうかがえる。

一部のパソコン講座等、コースによっては定員に満たないものもあることから、利用者ニーズの把握、

講座内容の見直し、ＰＲ方法を検討し、利用者の増加を図ることが今後の課題である。 

 施設の管理運営は、事業計画に従い良好に実施されており、他センターに見られない独自性の高い

事業を実施する等、指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名 地域産業課         

施設の名称 工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」 指定管理者名 株式会社駿府楽市 

１ 履行状況  

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

 

（１）維持管理業務 

 施設の維持管理に係る６業務を実施したほか、本館及び別館清掃業務等 21 業務について第三

者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

 また、予約管理システム改修等８件の物品修繕、ＰＯＳレジ電源施設改修等 12 件の施設・設

備修繕を適宜実施し、施設の安全や維持管理に努めている。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の来場者数は 292,720 人で、目標数値である 270,000 人を８％上回った。一方で、

体験施設の利用者数は 22,730 人で、目標数値である 25,000 人を 10％下回り、展示施設の利用者

数は、7,296 人で、目標数値である 15,000 人の約半数で、展示施設の利用者数が非常に少ない状

況となっている。展示施設の展示物や施設そのものの課題もあるが、展示施設への積極的な誘客

を含め、利用者増に向けた努力に期待したい。 

（３）事業実施状況 

 事業の実施・運営に係る 13 業務、年間の企画事業については、概ね事業計画に従って適切に

行われている。主な事業は以下のとおり。 

 ○体験工房における一般体験 

  静岡市の伝統工芸と歴史をテーマとする駿府匠宿の体験工房では、「竹染工房」等３工房に

おいて、「竹千筋細工」「漆器」「和染」等６つの体験を実施した。22,381 人の創作体験があ

り、各体験ではインストラクターの指導のもと、体験者には伝統産業の技術に触れ、その理

解を広げる機会となり好評である。 

 ○体験教室（カルチャー教室） 

  「竹千筋細工」「漆器」「和染」等について、高度で本格的な技術を学ぶことができる体験教

室（カルチャー教室）を実施した。349 人の受講があり、職人の手仕事に触れ、伝統工芸

のもつ美しさや素晴らしさを体感する機会となっている。受講者も増加傾向にあり、定員

を上回る応募があるなど好評である。 

○年間の企画事業については、カルチャー教室参加者による制作展示会等 18 の事業が計画さ

れ、全ての事業が良好に実施された。地域の各団体のとのネットワークを活かし、地域の産

業をテーマとした多彩なイベントを企画することで、駿府匠宿の魅力を伝え、来館者の増加

や来館者の満足度向上につなげることができた。 

主な企画事業は以下のとおり 

  ・「工芸作家制作発表展示会」 12 回 

  ・「つるし飾り展示」１月～３月 

  ・「春・秋の山野草展」４月、10 月 
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  ・「駿府そばまつり」11 月 

  ・「匠宿酒まつり」 10 月 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からの意見・要望に対しては、迅速かつ適正に対応する体制が整えられ、市へ連絡調整

も適宜行われており、良好な対応がなされている。 

平成 23 年度に利用者からの意見要望は次のとおり。 

・体験内容や新しい体験要望 

・スタッフの対応についての意見  

・施設についての意見・要望 

・食事や買い物処についての意見 

・駐車場の料金についての意見 

・その他（ＨＰや広告・近隣施設など） 

75 件 

6 件 

37 件 

3 件 

15 件 

8 件 
 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

 広く市民一般を対象としたアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

施設利用者に対して時事からのアンケート総数は 1,215 人から回答を得ている。 

工芸体験をされた利用者のインストラクターに対する利用者の意見をまとめると、回答者

1,012 人の内、「対応が良い」833 人（82.3％）、「普通」173 人（17.1％）「対応が悪い」６人（0.6％）

となっており、適切なインストラクターの対応であったといえる。 

また、「駿府匠宿」施設全体について意見をまとめると、回答者 1,215 人の内「大いに満足し

ている」364 人（30.0％）、「ほぼ満足している」608 人（50.0％）、「普通である」157 人（12.9％）、

「満足できない」86 人（7.1％）となっており、利用者にとって適切な施設管理運営が行われて

いる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の経理状況については、概ね予算のとおりに執行されており、良好である。 

来場者の増加を図るため、夏・春の特別イベントＰＲにも多く経費をあて、来場者の満足度や

当施設の魅力を低下させることなく、事業費等の必要経費の節減に努め、限られた予算の中で

効果的な業務実施に努めている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

地場産業界、観光業界とのネットワークを活かし展示会・即売会や職人による実演披露を実施

するとともに、情報発信を行うなど、事業を円滑に効果的に実施している。また、市など関係機

関、地元団体等との連絡調整も適切に実施されており、指定管理者制度のメリットを十分に活か

し、積極的に事業を展開するとともに、円滑な管理運営を行ったと評価される。 

体験工房での「竹千筋細工」等の創作体験及び体験教室、地域産業の特性を十分に活かした多

彩なイベントなど、事業計画どおりの事業を展開した。その結果、数値目標のうち、「年間来場

者数」は目標が達成された。一方、「体験施設」利用者数は目標を下回ったが、多く利用者に伝

統工芸・伝統文化に触れる機会を提供し、「ものづくり」の楽しさを伝え、駿府匠宿のテーマで
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ある伝統産業や歴史への理解を広げることにつながった。 

体験施設の利用者からの満足度もおおむね良好であり、利用者案内、接遇面での利用者の立場

での適切なサービス提供されていることから、今後も利用者ニーズを適切に捉え、利用者のさら

なる満足度向上につなげていただきたい。 

今後は、季節のイベントや事業での来場されたお客様が、体験施設も合わせて利用いただき、

「ものづくり」の楽しさや伝統工芸への理解をさらに深めることができる事業の検討もお願いし

たい。 

また、伝統産業と歴史をテーマとした施設として、他の施設にない特長を持って各事業を展開

することにより、その魅力を高め、Ｗｅｂを活用した情報発信など、伝統工芸・伝統文化の魅力

をさらに積極的に発信し、来館者の増加、来館者の満足度向上につながる施設運営を期待したい。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名 観光・シティプロモーション課 

施設の名称 清水港船宿記念館 指定管理者名 財団法人静岡観光コンベンション協会 

１ 履行状況 

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

  清掃業務、イベント実施業務を実施したほか、機械警備業務、害虫駆除業務等について第三 

者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

  平成 23 年度の利用者数は 15,836 人で前年度の 20,502 人と比較し約 23％減となっているが、

これは 23 年３月の大震災以降の影響で観光客の出控えが大きく影響しており、夏には記録的な

猛暑であったことを考慮すれば良好な運営がなされている。 

（３）事業実施状況 

  体験教室等の事業については、概ね事業計画どおり実施されており、良好に実施された。 

 主な事業の定員と参加者は次のとおり。 

  ・つるし飾り体験教室・・・定員 20 人、参加者 20人 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応等） 

 利用者からの意見等に対しては、概ね適切な対応がとられている。観光案内等の各種問い合わせ 

に対しても親切丁寧な対応を心がけており、良好な対応がなされているといえる。 

 また、情報誌（季刊）を年３回発行し、施設の紹介・イベントなど積極的に情報発信している点

は高く評価できる。 

 特に意見等はないが、利用者の意見にすぐに対応できるように、対応責任者を置くとともに、連

絡体制を整備し、良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

 接客態度、展示物については、「悪い」という回答はなかった。 

 意見の中には展示替えの都度訪れるお客様もおり、従業員の展示物の解説も好評であった。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 予算どおり健全に運営されていた。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 良好に管理されていた。 

 今後も企画・展示事業をさらに充実していき、さらなるリピーター確保及び新たな入館者を確保

していくことが必要である。 

各種体験教室の開催、情報誌の作成にも努力している。 

また、周辺商店街等のイベントと、連携した事業も行っていき、地域との関係も密にしていくこ

とが求められる。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名 観光・シティプロモーション課 

施設の名称 静岡市由比本陣施設 指定管理者名 特定非営利活動法人ふれあい由比 

１ 履行状況 

業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 清掃業務、自主事業業務を実施したほか、火災報知機点検業務、機械警備業務等について第三者委

託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用者数 

  平成 23 年度の利用者数は由比宿交流館が 54,416 人、本陣記念館「御幸亭」が 3,359 人（大人 3,114

人、小人 245 人）で、前年度の 52,126 人（交流館）、3,975 人（御幸亭）と比較して交流館が 4％の

増、御幸亭が 15％の減となった。市全体及び由比地区の入込客数が、前年度に比べて減少している

ことを考慮すると、おおむね良好な運営がなされている。 

（３）事業実施状況 

  地場産品のＰＲ、各種体験教室等の事業については、事業計画のとおり実施されており、参加者数

も講座により定員以上の応募があるなど、良好に実施された。また、５月と３月に実施された野外コ

ンサート事業では多くの人が訪れ計画以上の効果があった。さらに、東海道広重美術館との共催事業

である年賀状版画教室や版画コンクールも開催し、共同事業として良好に実施された。 

 主な事業は以下のとおり。 

  ア 泳ぐ桜えびの展示 

  イ お茶会 

  ウ うちわづくり体験 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

  利用者からの意見等に対しては概ね適切な対応がとられており、観光案内等の各種問合せに対して

も親切丁寧な対応を心掛けており、良好な対応がなされているといえる。 

  特に具体的な意見等はないが、利用者の意見にすぐに対応できるように、総括責任者を置くととも

に、定期的に職員同士の情報交換を行うなど、良好な体制がとられている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

  利用者アンケートの評価として、接客態度・施設については「悪い」という意見はなかった。 

  施設がきれい、展示物等が良いという意見もあり、適切な維持管理が実施されているといえる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

  指定管理業務についての収支状況については、維持管理経費等の支払いなど概ね予算のとおりに執

行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

  良好に管理されていた。また、地域の団体・イベントと協調した事業も実施されており、地域の集

客の核としての機能も果たしている。 

  施設の管理運営全般に関しては自主事業の実施など、事業計画に従い良好に実施されており、市民

の意見に対応して柔軟に事業を組み替えるなど、指定管理者制度のメリットを十分に活かしている。 
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様式第 25号 

 年 度 評 価 シ ー ト  

課名  清水港振興課   

施設の名称 港湾会館清水日の出センター・別館 指定管理者名 清水港振興グループ 代表 

１ 履行状況 

業務仕様書及び業務計画案に従って適切に履行されている。 

管理業務・安全対策・利用促進・環境への配慮については概ね良好であった。 

広報活動について、利用者満足度調査において当該施設を知ったきっかけを「ホームページ」とす

る回答が最多となるなど、ホームページが有効に機能しているといえる。 

自主事業は講演会２回、イベント１回を開催し同施設を PR するとともに、日の出地区の賑わい創

出に向けた取り組みが見受けられた。また講演会を浪漫館で開催するなど、積極的な PR も見られた。 

また平成 22 年度の利用率も 18.6％から平成 23 年度は 24.5％に上昇しており良好な運営が行われ

ていることが伺える。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

施設利用者に対し「利用者満足度調査」を行っており、利用者からの意見・要望には概ね適切な対

応がとられており、利用者満足度調査においても、職員の対応については、「大変良かった」との意

見が多かった。またマリンビルの利用が初めてとの回答が多く見受けられることから、再度の利用を

促すようなサービスを提供に努められたい。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

本施設は、イベント・会議等の会場としての貸館を主とする施設であり、広く市民一般を対象とし

たアンケートは実施していない。 

（２）利用者満足度調査 

貸館利用者に対し満足度調査を行い、職員対応などについては概ね「大変良かった」との結果が得

られた。一方、使用料や交通アクセスなどについては「やや満足」「普通」とする回答が見受けられ

た。これらのことを踏まえて、更なるサービス向上に努め、利用者満足度の高い施設運営を行いたい。 

（３）その他の調査 

 利用者満足度調査の他に窓口対応の際にも来館者の意見・要望を聴取しているがその結果、施設の

対応に満足している事から、良好な施設運営がされていることが伺える。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

平成 23 年度決算においては、概ね予算どおりに執行されており良好であった。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

当該施設においては、利用者数・使用料等の減少が最重要課題となっているが、平成 23 年度は利

用率において 24.5％と平成 22年度の 18.6％から大きく上昇した。 

自主事業については、講演会を２回実施し、イベント度を１回実施したが、イベントの開催前には

問い合わせが多数寄せられるなど好評を博した。 

また、開館から 26 年が経過し備品や設備の老朽化が進んでいるため、市としても計画的に更新し

ていくように努めたい。 

引き続き新規利用者の獲得及びリピーターの維持を図るとともに、日の出地区の活性化に寄与する

交流空間の創出に努められたい。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名   水産漁港課      

施設の名称 用宗漁港施設（用宗フィッシャリーナ） 指定管理者名 清水漁業協同組合 

１ 履行状況 

 業務仕様書及び事業計画書に従って概ね適切に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 施設運営管理・維持管理に係る業務のうち、警備に関する業務については、第三者委託により

実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

 しかし、警備の合間をぬって夜間に施設内へ進入する者があり、船内に置いてあった釣道具等

の盗難被害などの報告があり、警備についてはより一層の強化が望まれる。 

 施設の供用に係わる業務、経理に関する業務については、各業務とも事業計画に従って適切に

行われている。また、施設の運営に必要な各種資格（玉掛け、クレーン等）について複数人が所

持できるよう、今年度も積極的に資格取得がなされ、施設運営の充実が図られた。 

（２）施設利用者数 

 平成 23年度の保管収容艇は、延 71艇（約 92％）で、目標値の 90％を上回り、前年度の 68艇

より若干の増加であった。 

また、保管収容艇 77 艇としているが、近年の船舶の大型化に伴い、ほぼ満艇状態である。 

（３）事業実施状況（上下架施設運営管理事業） 

 上下架施設運営管理については、事業計画のとおり実施されており、上下架施設の利用実績は

974 回で、前年比 78.4％と減少した。原因としては、東日本大震災の影響と、夏から秋にかけて

の台風の影響により、利用者が船の利用を控えたことが考えられる。運営としては、概ね良好で

あった。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 利用者からの意見・要望に対しては概ね適切な対応がとられた。また、利用者の代表者と意見

交換の場を持ち、改善に取組んでいる。 

 [具体的な意見・要望と対応状況] 

 意見等：陸置きヤードへのトイレの設置 

 対 応：仮設トイレで対応、施設の設置については引き続き検討中。 

 意見等：夜間不法侵入者等への対策 

 対 応：陸置きヤードへの出入口の鍵を交換する（平成 24 年５月対応予定）。 

     監視カメラの設置、夜間警備の委託内容の見直しなどについては、今後検討していく。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 施設利用者に対して、平成 23 年８月１日～８月 30 日までの間でアンケート調査を実施した。

また、用宗フィッシャリーナ施設使用者に対して平成 23年 12 月１日付けにてアンケート調査を

実施した。結果は、概ね良好であった。 

（２）市民アンケート 
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 用宗フィッシャリーナは、船舶の所有者及びその関係者に利用が限られるため、市民アンケー

ト調査には適さない。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好であ

る。また、帳簿・証票類を備え適切に処理されている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 施設の管理運営については、概ね良好である。 

 本施設は、３（２）市民アンケートの欄でも記述したとおり、船舶の所有者及びその関係者に

利用が限られているが、公の施設であることを考慮すると、今後広く市民に利用の機会を与える

ことができるような工夫が必要である。そのひとつの方策として小学生親子を対象とした体験試

乗会を計画したが、悪天候により開催を見送っている。天候にあまり影響されないイベントや、

年間に複数回の機会が得られるようなスケジュール調整を工夫して欲しい。 

 また、台風等の影響を受けやすい施設であるが、これまで大きな事故もなく、非常に良好な管

理運営体制がなされている。昨年度には緊急時対応マニュアルも作成しており、このような体制

を継続されたい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  梅ケ島新田温泉浴場「黄金の湯」 指定管理者名 梅ケ島新田温泉運営協議会 

１ 履行状況 

指定管理（第２期）１年目の平成 23 年度の利用者数は 51,133 人で、前年度 56,469 人と比

較して 11％の減少となった。この原因は、台風がもたらした大雨や停電による休業が延べ４

日あったことや自然災害による道路通行止めなどにより、中山間地への行楽を控えたお客が多

くいたことが考えられる。しかし施設の運営については良好に行われ、専門知識を有する委託

契約業務についても、適切に管理されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

温泉の泉質はアルカリ泉特有のヌルヌル感があり、こんな近くにいい温泉があるとは知らな

かった、今後は遠出しなくてもいつでも立ち寄ることができるとの意見があった。一方で、洗

い場の増設や１日居ても子どもが飽きないように遊具の設置を望む声もある。高齢のお客様が

多く、長時間温泉に浸かって気分が悪くなる人があるため、浴場入口にベッドを設置した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・施設利用者に対して行った満足度調査では、96％が大変良い、やや良いとの結果であり、特

に従業員について満足と回答した人は 98.3％と高い評価を得ている。 

・平成 23年 11 月に実施したオクシズ観光施設に関するアンケートでは、梅ケ島新田温泉の認

知度は 74.5％、そのうち利用したことがある人は 57.7％と市営温泉のなかでは高い数値で

あった。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の収支状況については、利用料金収入が前年度と比べ約 12％減少し、燃料費

の高騰もあり、温泉の決算は赤字となっている。指定管理者は、昨年度に比べ人件費は 14％

削減し、さらに冬季の暖房費用を節約するため、お客様が少ない平日の時間帯には休憩室の一

部の使用を控えたり、天井に設置した扇風機で暖気を拡散するなどの努力している。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

・施設について清掃が行き届いていて、きれいであるとの評判である。 

・この温泉浴場は、地域の振興のため設置された施設であり、春と秋には地域をあげたイベン

トを開催し、利用者に餅やいも汁などの無料サービスを提供している。 

・施設を運営する運営協議会は、地元の団体のなかから選出された役員で構成されているため、

今後も地元の施設であるコンヤの里や魚魚の里と連携して誘客を図っていく必要がある。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  口坂本温泉浴場 指定管理者名  大新東（株） 

１ 履行状況 

指定管理（第２期）３年目の平成 23 年度の利用者数は 16,554 人で、前年度 18,720 人と比

較して 11.6％の減少となった。この原因は、台風がもたらした大雨に伴う土砂崩れなど影響

による休業が延べ９日間もあったことが大きいと考えられる。市営温泉のなかでも特に口坂本

温泉は、自然災害により入込実績が左右される。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

・利用者からは、食堂の設置や洗浄機能付のトイレ及び駐車場にトイレの設置などの要望があ

る。 

・利用者の大半を高齢者が占めるために、転倒事故やのぼせによる体調不良になることがあり、

館内巡視と声掛けを行って事故を未然に防ぐ努力をしている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・施設利用者に対して行った満足度調査では良い又は普通と回答した人は 93.7％で、特に従

業員の対応について満足と回答した人は 96.6％であり、高い評価を得ている。 

・平成 23年 11 月に実施したオクシズ観光施設に関するアンケートでは、口坂本温泉浴場の認

知度は 75.5％、利用したことがある人は 52.3％と市営温泉のなかでは高い数値であった。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

・指定管理業務の収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており、良好である。 

・指定管理者は水道光熱水費、燃料費、消耗品費の節約に努力している。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

・口坂本温泉浴場は、多くの常連客に親しまれている。 

・指定管理者は「清潔感」と「事故防止」が重要と考えており、毎日の清掃後はお客様目線で

清掃後の確認を行い、清潔感を維持している。事故防止にはつかり過ぎによるのぼせや転倒

事故の防止のため、お客様に声かけを心がけている点が評価できる。 

・設備の点検を徹底し、古くても清潔感ある快適な温泉浴場の運営を目指しているのが評価で

きる。 

・指定管理者が管理を行っている川根本町の宿泊施設「ウッドハウスおろくぼ」と連携して口

坂本温泉の利用者に軽食を提供するサービスを実施し誘客に努めている。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  湯ノ島温泉浴場 指定管理者名  湯ノ島温泉運営協議会 

１ 履行状況 

指定管理（第２期）１年目の平成 23 年度の利用者数は 16,312 人で、前年度 17,163 人と比

較して５％の減少となった。指定管理者は地域住民で構成する運営協議会が行っており、地

域住民の中からの雇用という点が評価できる。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

山間に囲まれて温泉浴場の雰囲気がとてもよく、自然のなかでのんびりでき、くつろげると

いう意見が多い。温泉の泉質が良く４月からは浴槽には源泉のみを供給しているためヌルヌ

ル感があって好評を得ている。 

施設については段差があり危ない、洗い場入口から風呂に入浴するまで壁伝いに手すりがほ

しい、脱衣所が狭い、露天風呂がほしいなどの要望が多い。足が悪いお客さんからイスを使

用したいと言ったらすぐに持ってきてくれたと好意的な意見があり、指定管理者は引き継ぎ

ノート（業務日誌）の設置により、従業員間の情報を共有し、よりよいサービスの向上に努

めている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・施設利用者に対して行った満足度調査では、96％が大変良い、やや良いとの結果であり、特

に従業員について満足と回答した人は 98.3％と高い評価を得ている。 

・平成 23年 11 月に実施したオクシズ観光施設に関するアンケートでは、湯ノ島温泉の認知度

は 63.5％、そのうち利用したことがある人は 37.9％であった。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理者は、年々利用者が減少しているため、人件費や光熱水費の経費を切り詰めるなど

の努力をしている。また、会計帳簿類も整理されており、適正な経理が行われている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

毎年、春と秋に「湯ノ島温泉まつり」を開催し、地域住民と一体となったイベントを実施し

誘客を図っている。 

今後は、隣接する加工販売所「玄国茶屋」とともに、自治会が進めている「おらんとこのこ

れ一番事業」を活用して、この地域にゆかりのある「聖一国師」やグリーンツーリズムなど農

業体験ができる施設と連携して、中山間地のよさをＰＲして誘客を図っていく必要がある。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  南アルプス赤石温泉白樺荘 指定管理者名  静岡市井川振興会 

１ 履行状況 

 指定管理３年目の平成23年度の利用者数は12,846人で、前年度16,927人と比較すると24%

の減少となった。台風がもたらした大雨の影響で、県道が崩落し現在も通行不能となっている

ことで、日帰り温泉利用者が大幅に減少したためと考えられる。冬期に水道水の供給に不具合

が生じたこともあったが、業務は適切に履行されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

この施設からの南アルプスの眺望や温泉の泉質は、すばらしいとの評判を得ている。その一

方、改築前の温泉の方が、ヌルヌル感があって良かったとの声もある。従業員がとても感じが

よく、食事もとても美味しいので、長時間かけても行きたくなるとの意見があり、大変好評を

得ている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・施設利用者に対して行った満足度調査では、92.7％が大変良い、やや良いとの結果であり、

特に従業員について満足と回答した人は 94％と高い評価を得ている。 

・平成 23 年 11 月に実施したオクシズ観光施設に関するアンケートでは、白樺荘の認知度は

58.8％、そのうち利用したことがある人は 33％と市営温泉のなかでは最も低い数値となっ

た。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務の収支状況については、概ね予算どおりに執行されており良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 本施設は、旧白樺荘と旧畑薙ロッジを統合した施設であり、宿泊機能を備えた静岡市初の

温泉施設である。白樺荘へは市街地から約 70km もの距離があり、この場所に来たくなるよう

な自然・景観・山の食事などの要因は十分備わっているので、今後はインターネットなどを

とおして情報発信を行い、遠路足を運んでくれるお客様が楽しみ、良い思い出をつくれるよ

うなサービスを行っていく必要がある。 

また、昨年度設置したバイオマスボイラーの活用により燃料費の削減や環境に配慮した取

り組みを期待する。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称 藁科都市山村交流センター 指定管理者名  藁科交流センター運営委員会 

１ 履行状況 

指定管理（第２期）４年目の平成 23 年度の来館者は、前年度 69,711 人を少し下回る 68,122

人（前年度比 97.7%）を記録し、良好な管理運営が行われていた。 

主催講座は年 30回、交流講座は年 23 回開催し、554 人の講座参加者があった。 

・職員に関しては、地元住民の中からの雇用という点が評価できる。 

・専門知識を有する委託契約業務についても、適切に管理されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

施設がきれいで清潔であるとの意見が多く、利用者からの苦情は特にない。一方で少しで

も利用料を取ってほしい、無料で利用できるのは税金の無駄との意見もある。その他、意見

内容はおおむね好意的であり、良好な評価を得ている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

満足度調査では、約 87.9%の来館者が満足、やや満足という回答であり高い評価を得ている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算どおりに執行されており良好であ

る。また、会計帳簿類も整理されており、適正な経理が行われている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

指定管理者が行う講座は、内容がマンネリ化しないように新規の講座開催の努力はしている

が、これまで実施してきた講座を引き続き実施しているものも多い。今後は、施設内にある農

園や近隣の農地を利用した体験講座や藁科川を利用した鮎釣り体験講座を開催するなどの努

力が必要である。 

平成 23 年度の講座参加者は延べ 554 名あり、施設の開館日に対する使用日数の割合（稼働

率）は、年々増加し、体験学習室において、平成 23 年度は最大 46％になっている。この施設

は都市住民と地域住民が交流する施設として、さまざまな体験講座や交流講座を開催すること

により、その設置目的を達成している。さらに「わらびこまつり」や地域行事、朝市出店など

をとおして、地域住民が集い、憩いの場として活用されていることから、地域振興施設として

役割も果たしている。当センターの来館者は年間 67,160 人（平成 20 年度から 23 年度平均）

の利用があり、奥藁科、奥大井方面へ向かう道路休憩施設としての役割も担い、中山間地の玄

関口として一層の活用が期待する。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称 賤機都市山村交流ｾﾝﾀｰ 指定管理者名 賎機都市山村交流ｾﾝﾀｰ運営委員会 

１ 履行状況 

・指定管理（第１期）５年目の平成 23 年度は、北賤機トンネルが平日通行止めになったため、

来館者は前年度より 9千人減少し 97,120 人となった。 

・講座は全 54 本、年間 103 回実施し、3,617 人の参加者があった。講座のマンネリ化を防ぐ

ため、常に新しい講座を発掘しており、地元の講師を中心に盆栽教室、俳句教室、水彩画、

凧作り等 12 講座を新規に開講して好評を得た。 

・平成 23年４月には敷地内に足湯が完成し、年間 6,400 人の利用者があった。 

・専門知識を有する委託契約業務についても、適切に管理されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

・来館者に対して感謝を込めたイベントを年３回開催し、大変喜ばれている。遊具遊びを目的

に来場する人が多く、保護者が子どもを見ていないとの意見もあり、指定管理者は定時に見

回りを行うようにした。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・満足度調査では、施設について満足との回答は 97％、従業員の対応については、91.8％が

満足と好意的な印象を受けており、極めて良好な評価を得ている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

・会計帳簿類も整理されており、予算どおり適正な経理が行われている。経費の削減について

も創意工夫の跡がみられ、経理状況も良好と言える。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

・お客様感謝デーとして年３回（5月、8月、11月）わくわく祭りを開催し、12 月にクリスマ

スコンサート、2 月に影絵劇団公演、3 月にあしたば公演を行っている。さらにイベント時

にはポスターを近隣の小学校、保育園、幼稚園、図書館、生涯学習センター等に掲示し誘客

を図っている。 

・地元住民のなかから職員を雇用しており、雇用機会の雇用になっている。 

・この施設は、地元の住民やセンター職員が講座の講師を務めるなど、交流講座の開催をとお

して都市部の住民と中山間地の住民の交流の場となっている。 

・さらに、井川、梅ケ島地区への玄関口として、安倍奥にある施設を宣伝する拠点施設として、

今後も地域の人材等を活用した交流活動の展開を希望する。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  清水森林公園 指定管理者名  清水森林組合 

１ 履行状況 

・指定管理者（第２期）２年目であった平成23年度の施設利用者数は、前年度8,460人（うち

黒川キャンプ場6,360、ぬく森の家931、講座受講者1,169）を少し下回る8,337人（内黒川

キャンプ場5,880、ぬく森の家1,134、講座受講者1,323）であった。 

・年間 28回の講座を予定どおり実施し、1,323 人の参加を得ている。 

・平成 23 年９月は中山間地域に被害をもたらした台風の影響により停電が続き、利用者を受

け入れられない状態が３日間続いた。また管理センター前の道路が濁流で冠水したり、農道

貝伏宝の窪線が大雨により陥没したことにより、森林公園利用者や登山者に大きな影響があ

った。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者からは、緑が多く環境も良くまた利用したい、トイレ炊飯場の清掃が行き届いて気持

ちがいい、サイトの変更にすぐ対応してくれた等の好意的な意見が多かった。ボードウォーク

に犬の糞があったとの苦情に対して、すみやかに看板を設置して注意を促した。 

炊飯場でバーベキューをしている人がいて迷惑だったという利用者のマナーについて徹底

するよう要望があり、厳重な管理による対応が求められる。 また、予約方法が複雑であるか

ら簡素化すべしという意見もあり、無届キャンセルを防止することと利用者の利便性を考慮し

ながら予約方法の検討を行う必要がある。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

施設満足度は「大変良い」「良い」が 98％を占めた。従業員の態度満足度については「大変

良い」「良い」が 89%を占めるなど概ね良好な結果を得ている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

指定管理業務についての収支状況については、概ね予算どおりに執行されており良好であ

る。会計帳簿類も整理されており、適正な経理が行われている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されている。また、公園内の農産

物加工販売所などと協力体制を維持し、講座を企画していることや春と秋の年２回開催される

イベントにより、地域と連携した活動を継続して実施している点は大変評価できる。清水森林

公園はキャンプ場を中心に、農産物加工販売所や食堂、また温泉施設を有するなど、複合要素

を持つ地域であり、今後は、インターネットなどを活用し、より一層各施設の連携により地域

の特性を活かした情報発信を進めていく必要がある。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称  日影沢親水園 指定管理者名  梅ケ島淡水魚生産組合 

１ 履行状況 

指定管理第２期の１年目であった平成 23年度は、前年度 4,912 人を少し下回る 4,613 人（前

年度比 93.9%）の利用者があった。平成 23 年度は、台風がもたらした大雨により取水箇所が

土砂で埋まってしまうなどの被害があり、安定した水の供給に大変苦労した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

手洗い場の石鹸を使いやすく、衛生的なものにしてほしいとの意見があり、ネットに入れる

対応をとった。また、施設内の通路は、砂利道で段差があるため、利用者からは車イスやベビ

ーカーに対応した構造となっていないとの意見があり、バリアフリー化に向けた改善が必要で

ある。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者満足度調査では、施設について大変良い、やや良いとの回答は 77.8％、従業員につ

いて大変良い、やや良いは 87.4％と良好な評価を得ている。利用者からは「魚が釣れて楽し

かった」、「ヤマメがこんなにおいしいとは知らなかった」など好意的な意見が寄せられている。 

 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

利用料金収入の減少により、職員の賃金の見直しを行っている。指定管理者の経理は厳しい

状況であるが、経理については適正に行われている。 

 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

指定管理者は職員の高齢化により後継者の育成や養殖場の管理者の育成に苦慮しており、施

設内にあるレストハウスで提供するメニューの再考察が必要である。 

釣り池を利用する人は、前年度よりやや減少しているが、近年はグリーンツーリズムに代表

される山村での体験が人気を集めており、親子連れは全体の９割と需要は大きい。開設から

16 年が経過したため、段差の解消や椅子を活用した食事の提供など利用者のニーズに対応し

た改善を行い、ポスターやチラシを作成し誘客に努めていく必要がある。また、施設周辺には

日帰りの温泉浴場や宿泊が可能な梅ケ島温泉があり、温泉浴場やテニス場と連携し 1日周遊で

きるコースを開発し、地区全体の利用者増加につなげることが課題となっている。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称 

清水西里温泉浴場「やませみの湯」 

指定管理者名 

清水西里温泉浴場運営協議会 

１ 履行状況 

・指定管理（第２期）２年目の平成23年度の入場者数は、前年度51,738人を15.6％下回る43,646

人であった。 

・台風の影響等により道路通行止めや、停電により営業ができない日が年間で４日あることが

原因と考えられる。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

露天風呂が３種類あって良いとの意見があるが、職員の口の聞き方、態度が悪い、笑顔で対

応してほしいなどの意見があった。クレーム等があった場合は、可能な限りお客様に状況を確

認し、反省するとともに週１回のミーティングで職員に周知を図ることとしている。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

・施設利用者に対して行った満足度調査では、88.8％が大変良い、やや良いとの結果であった。

指定管理者は、休憩室のテーブルには花を飾り、壁には絵を掲げるなどおもてなしの気持ち

をもってお客様に喜んでもらうよう努力している。 

・平成 23年 11 月に実施したオクシズ観光施設に関するアンケートでは、清水西里温泉浴場の

認知度は 67.8％、そのうち利用したことがある人は 46.9％であった。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

利用者数の減少により平成 23 年度からは、利用料金のほかに市からの指定管理料で運営す

る利用料金併用性に移行したが、温泉の収支については、赤字となっている。指定管理者の人

件費については、市が算定する標準的な支出額を上回っており、市が算定する勤務体制に基づ

いた人件費の削減を実施していく必要がある。また光熱水費増加や燃料費の高騰も経営を圧迫

しており、光熱水費についてはピーク時の電力量を減らすことにより、基本料金を下げる努力

やエコキュートの導入による燃料費の節約などの努力を重ねていくことを期待する。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

入場者数の減少に伴い指定管理者は、温泉客に対してグランドゴルフの無料貸出しや杉や檜

の材木を燃やして幻想的な入浴体験をする「たんころ灯篭」のサービスを提供してきた。今後

は、地元幼稚園児や小学生との流しそうめんなどのイベントや地域の異業種交流会の開催など

地域と連携した事業を実施し誘客を図っていく。また新東名の開通により県内外からの利用者

の増加も期待できることから、インターネットによる情報発信を行い、集客に努めていく。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称 

梅ケ島コンヤの里レクリェーション施設 

指定管理者名 

梅ケ島コンヤの里テニス場運営協議会 

１ 履行状況 

・指定管理（第２期）の１年目の平成 23 年度においては、前年度 2,477 人を上回る 2,672 人

（前年度比 107.9%）の利用者があった。 

・職員に関しては、地元住民の中からの雇用という点が評価できる。 

・専門知識を有する委託契約業務についても、適切に管理されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

静かで川のせせらぎが聞こえて気持ちがよい、テニスコートも管理棟もきれいで、とても気

持ちよかったと好意的な意見である。自然に恵まれたなかでテニスができるため、特にクレー

ム等は寄せられていない。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者満足度調査では、施設の印象について大変良いと回答した人が 70％、従業員の態度

について大変良いが 66％と高い評価である。そのため、やや悪い、悪いと答えた人はなく、

利用者からは良好な評価を得ている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

会計帳簿類も整理されており、予算どおり適正な経理が行われている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

・テニス人口の減少により利用者は数年前に比べ、半分程度にとどまっており、今後は隣接す

るコンヤ温泉と連携した宿泊プランの活用や高校等の合宿へのＰＲをしていくことが必要で

ある。 

・夜間テニスを行う照明設備は完備されているが、基本料金が高い割に需要がないため、経費

を削減するか、そのまま維持するかが問題になっている。 

・利用者アンケートによるとテニスの後に梅ケ島新田温泉に入ると答えた人も多いため、今後

は近隣施設と連携した割引制度を活用し、コンヤ温泉施設との宿泊プランや近隣の梅ケ島新

田温泉浴場、魚魚の里などとの周遊プランを開発することでさらなる利用者の掘り起こしを

期待したい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

 課名 中山間地振興課  

施設の名称 南アルプス井川オートキャンプ場 指定管理者名  静岡市井川振興会 

１ 履行状況 

指定管理第２期の１年目は、台風・大雨などによる道路事情の悪化に伴い、来場者のキャン

セルが相次ぐなど利用者は前年度 1,025 人に比べ 714 人と大幅に減少した。９月に中山間地域

に大きな被害をもたらした台風 15 号では、大井川の水が溢れサイトや炊事棟が浸る被害が生

じ、施設修繕に多くの費用がかかった。しかし、地域の人たちが協力し、原状に戻す努力をし

てくれた。 

 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

利用者から遊具点検の不具合を１箇所指摘されたため、すぐに修繕を行い、問題はなかった。

施設の老朽化により、職員は施設に対して目を配り、修繕の必要な個所は計画的かつ効率的

に実施していく。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

利用者アンケートでは、景観の素晴らしさや施設が充実していて楽しむことができたと喜び

の声が多数あった。また、従業員の対応についても大変良いとの評価を得ている。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

会計帳簿類も整理されており、予算どおり適正な経理が行われている。経営は厳しい状況で

はあるが、今後も広報活動に積極的に取り組んでいけるように予算を立てていく。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

自然豊かな景観を楽しみながらキャンプができることで利用者からは大変喜ばれているが、

今後も多くの方に来場してもらえるようスタッフ一同努力してほしい。 

誘客対策として、井川漁協の主催のもと５月にやまめ釣り大会を実施している。 

今後も南アルプス・井川エコツーリズム推進協議会等と連携したイベントを積極的に実施

することが望まれる。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名 交通政策課（都市計画事務所）  

施設の名称 静岡市清水駅東口駐車場 指定管理者名 静岡ビルサービス株式会社 

１ 履行状況  

 平成 24 年４月 30 日付けで提出された事業報告書の内容を確認し、その内容に基づき平成 24

年６月 12 日にヒアリング調査を実施した結果、協定書の事業計画に基づき、業務が予定どおり

適正に履行されている。 

（１）維持管理業務 

 駐車場管理業務、使用料徴収事務委託業務を実施したほか、駐車場設備点検業務等について第

三者委託により実施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

（２）施設利用台数 

 平成 23 年度の利用台数は 99,771 台で、目標数値である 95,000 台を５％上回った。前年度の

100,704 台と比較して１％減少しているが、概ね安定した水準を維持しており、良好な運営がな

されている。 

（３）事業実施状況 

 利用台数促進に向けて、ＨＰ上での継続的なＰＲとともに、定期的に開催する従事者への接客

マナー教育・訓練に加え、近隣で開催される主要なイベントの開催情報の把握に努め、該当施設

への案内（誘致）、イベント案内板の設置、問い合わせへの対応やイベント当日の係員の増員等

サービスを充実させ、利用者満足度の向上に努めていた。 

その他、所管課（都市計画事務所）へ毎日日報を提出し、併せて管理状況の報告・相談など密

な連携を実施し、事前もしくは早急な問題解決に取り組んでおり、安定した事業の運営がなされ

ている。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 以前利用者アンケートにより意見・要望があった件について、他の施設の管理経験を生かすな

ど、現場教育等を積極的に実施し、クレームを減少させている。ほとんどのクレームが施設のハ

ード面や料金緩和に対するものであり、ソフト面にあたる接客応対等へのクレームはほとんどな

いことも高く評価できる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）利用者満足度調査 

 一般利用者、定期利用者に対し、施設使用の感想、従業員の対応、施設全体の雰囲気などにつ

いて平成 23 年９月と平成 24 年２月にアンケートを実施したが、一般利用者・定期利用者とも約

82％が、総合評価を良いとしている等、概ね良い評価を得ている。 

（２）その他の調査 

 利用者アンケートの他、市民への直接アンケートの実施はしていないが、近隣施設（清水テル

サ・商工会議所・ドリームプラザ・清水駅前銀座商店街振興組合等）と年２回協議会を実施して

市民の要望に対応している。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行され、収支状況におい

ても、過去３年間は黒字経営を継続しており経営努力が見られ良好である。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 平成 23 年度の総括的な評価としては、事業計画に基づき業務を適切に実施しており、利用者

からの評価も良く、また、収支状況も安定しており、施設の管理全般において良好であったと言

える。 

 また、アンケート及び協議会等での利用者からの意見・要望に関して、速やかな検討及び改善

がなされ、近隣施設などとの協力体制も構築しており、利用者の立場に立った運営についての努

力が感じられる。 
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様式第 25号 

 

 年 度 評 価 シ ー ト  

 課名 交通政策課   

施設の名称 静岡ヘリポート 指定管理者名 公益財団法人静岡市まちづくり公社 

１ 履行状況 

平成 24 年 4 月 27 日付けにて提出された事業報告書の内容を確認したうえで、その内容に基づき、

平成 24 年 5 月 18 日にヒアリング調査を実施した結果、協定書の事業計画に基づき、業務が適正に履

行されていた。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

地元住民からの騒音などの苦情に対し、迅速かつ的確に対処している。また、地元の伝統行事への

協力、懇談会などで直接住民と接し、意見・要望等を聞くようにしている。 

利用者からの時間外フライトの要望に対しては、人命にかかわる救助や全国的に影響のあるニュー

スの場合以外、基本的に時間外利用を認めていないことから、的確に判断したうえでの対処をしてい

る。 

以上のことから、良好な対応をしていると評価できる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

施設見学者及びヘリポート祭り参加者等に対してアンケート調査を実施した。どちらのアンケート

でも、「また参加したい」というような満足度の高い回答が多く、特にヘリポート祭りに関しては、

アンケート回答者の約 75％から「楽しかった」という回答を得た。 

また、静岡ヘリポート常駐会社へのアンケートにおいても、回答者の約 9割が「利用しやすい」と

回答しており、職員の対応、管理運営についても満足度の高い回答を得ている。 

以上の結果から、良好に事業を実施していると評価できる。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

23 年度の収支状況としては、前年度同様全体で黒字となっており、当初の計画に対して大幅な増

減もないことから良好に執行されていると評価できる。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 平成 23 年度の総括的な評価としては、事業計画に基づく業務を的確に実施している。住民からの

苦情等にも迅速に対処し、地元の役員と懇談会を実施するなどして、住民と良好な関係を築いている。

また、本年度は積極的な宣伝広報活動によって、ヘリポート祭りの来場者数が約 4,100 人と大盛況で

あった。このうち、半数近くが初めての参加者であるとともに、若干ではあるがリピーターが増加し

ており、静岡ヘリポートを知り、理解を深めていただく良い機会となっている。 

また、東日本大震災後における静岡ヘリポートの災害対策強化や外来種対策などの新たな課題につ

いても、危機管理マニュアルの整備を進めるなど適切に対応しており、防災、環境面からも静岡ヘリ

ポートの持つ機能を最大限に維持・有効活用するための配慮がみられる。 

以上の結果、運営上特に問題もないことから、平成 23 年度の静岡ヘリポートの管理全般について

良好であったと評価できる。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

課名  公園整備課   

施設の名称 駿府城公園東御門・巽櫓、日本庭園及び茶室 指定管理者名 静岡ビル保善株式会社 

１ 履行状況  

 ・協定書、仕様書の内容どおり行われていることを、毎月検収することで確認している。 

（１）施設利用者数 

 平成 23年度の利用者数については、東御門・巽櫓の入場者数は 28,619 人であり、前年度の入

場者数 28,213 人と比較して 1.4％とわずかではあるが増加している。また、紅葉山庭園入場者数

は 27,330 人で、前年度の入場者数 28,563 人より 4.3％減少した。ここ数年の施設利用者数は横

ばい状態である。 

（２）事業実施状況 

 花緑の夢空間等の事業については、概ね事業計画のとおり実施されており、良好に実施された。 

 主な事業と実施期間は以下のとおり。       

ア．団扇配布           7/16～ 8/18    1,600 本配布 

イ．石州流華道展        10/ 7～10/10    延 1,639 人 

ウ．菊と技の饗宴            11/ 2～11/ 6    延 1,822 人 

エ．花緑の夢空間（落語）      9/ 7         80 人 

オ．カレンダー配布      11/26～12/20     1,500 枚配布 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

・利用者からの直接のクレームに対しては、現地スタッフが速やかな対応に心がけており、特に

トラブルもなく良好な対応がなされているといえる。 

・即時に対応が困難な要望やアンケートからの要望事項についても、指定管理者と協議を行い対

応できるものは行っている。 

・日本庭園に関して「よく手入れがされている」等のうれしい意見をいただいている。これは、

造園業者が毎日手入れをしており、日本庭園の質を落とさないよう努めている結果であると評

価できる。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

・観光業者等の協力を得て、市民アンケート調査を実施した。施設に来たことがない人からは、

入場料がかかること等があげられていた。 

・観光コースとして取り入れたいが、駿府城公園を使って開催されるイベント等の関係で、予定

を立てにくいとの声もあった。 

（２）利用者満足度調査 

・毎月、利用者からのアンケート内容を確認し、満足度や要望の確認をしている。多くの利用者

からは、利用者の満足度も高いと思われる内容のものが多かった。 

・スタッフの気配りや接遇に対しても良い意見を頂き、従業員の教育や利用者への接客態度につ

いても評価できる。 
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４ 指定管理者の経理状況の評価 

・指定管理業務の収支状況については、支出超過もなく良好に執行されている。 

・自主事業についても、純益を生み出す事業を行っている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

・利用者満足度調査においては高い満足度であるが、近年の施設用者数は横ばい状態である。施

設の認知度を上げるための広報活動や利用者ニーズの把握に努め、新規来園者だけでなくリピ

ーターの確保についても力を注いでいただきたい。 

・毎年好評で恒例化してきた事業で満足することなく、施設の魅力を発信するような事業、施設

の特性を活かした事業等、新たな取り組みにも期待したい。 

・破損箇所の修繕等は、入園者の支障になることなく対応できており評価できる。 

・施設の管理運営全般に関しては事業計画に従い良好に実施されている。 
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様式第 25号 

年度評価シート 

 課名 住宅政策課   

施設の名称 静岡市営住宅 施設所管課名 財団法人 静岡市振興公社 

１ 履行状況  

 旧静岡市からの管理委託及び平成 17 年度からの指定管理者としての実績を踏まえながら、各業務

を行い、市への協力なども行った。各業務の履行状況は以下のとおりである。 

（１）募集・入退去事務 

 平成 22年度までは、年１回の定期募集と随時（不定期）募集だったのを今年度より空家募集に変

更し、募集回数を年６回に変更した。また、書類提出方法についても窓口受付から郵送受付に変更

し、事務の効率化と市民サービスの向上を図った。 

なお、平成 23 年度の実績は、以下のとおりである。 

募集戸数 258 戸  申込件数 1593 件  倍率   6.17 倍 

 当市が行った「安倍口団地Ａブロック移転事業」において、移転に関する書類手続き業務の補助

を行い、住民への説明等にも協力を行っていた。また、富士見団地Ｂ棟の入居者説明会では、指定

管理者としての創意工夫をし、説明会を開いていた。その他、通常の入退去事務については事務の

効率化を図り、２重チェックを行う等、指定管理者独自の審査間違いや誤送付等を防止するための

未然防止策を講じていることからも非常に良好である。 

（２）施設維持管理事務 

 維持管理業務のうち、汚水処理場維持管理業務、エレベーター保守点検業務、消防用設備保守点

検業務、簡易専用水道清掃点検業務、住宅跡地除草業務など19業務について、第三者委託により実

施し、各業務とも事業計画に従って適切に行われている。 

 なお、市営住宅跡地除草業務においては委託以外に職員が複数回実施するなど、経費削減の努力

も行っている。 

また、８月１日に起きた地震でエレベーターが停止した際は、委託会社と連携し、情報収集に努

めた。その他指定管理者自ら老朽化した遊具を計画的に修繕を実施するなどし、良好である。 

（３）その他 

当市が作成を継続して行っていた市営住宅建物管理台帳への作成にあたり、現地調査やデーター

の提供協力があり、９月に発生した台風 15 号によって市営住宅等に被害があった際は、入居者から

の問い合わせ対応及び被害状況（216 箇所）の把握に努め、市と連携して迅速な修繕対応を行った。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

 団地内で発生する突発的な事件・事故、入居者間のトラブルに対し、適切な情報収集、市への緊

密な連絡や現場での迅速な対処をしており、良好な対応がなされている。 

 １月８日（日）に起こった団地内火災時では、消防からの火災通報を受け（駿河区役所経由）、い

ち早く現場にかけつけ、市への連絡後、団地内関係者や自治会への聞き取りや消防等への協力を行

い、その後消防活動により水損してしまった部屋の住替え等を迅速に事務処理した。 

 その他、団地内での修繕等に対し現場確認後、相談者等と連絡をとりながら、修繕等を適正に実

施していた。 
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３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）申込者へのアンケート 

今年度はアンケートを３回に増やし（前年度２回）、以下の通り実施した。 

10 月募集（アンケート件数 17 件） 

・接客態度（とても良い・良い） ：94％ 

・説明の仕方（とても良い・良い）：100％ 

２月募集（アンケート件数 14 件） 

・接客態度（とても良い・良い） ：100％ 

・説明の仕方（とても良い・良い）：100％ 

富士見団地新築募集（アンケート件数 36件） 

・接客態度（とても良い・良い） ：100％ 

・説明の仕方（とても良い・良い）：100％ 

アンケート結果より、接客態度について「とても良い・良い」と回答している割合が 10 割近く、

また説明の仕方について「とても良い・良い」と回答している割合が 10割で、独自に行っている接

遇研修の成果がみられる事が分かる。 

また、募集方法についても多くの申込者が「とても良い・良い」と回答している（平均 72.73%）

ことから、今年度より実施している方法についても、良好に稼働していることが分かる。 

（２）市民アンケート 

 市営住宅の入居者には指定管理者制度が深く浸透している一方、静岡市振興公社が管理している

施設全体（市営住宅も含む）へのアンケートの実施状況より、一般市民全体への市営住宅管理の認

知度は、昨年度に比べると割合的に増えた（平均 19.59％→平均 22.69％）ことが判ったが、まだ一

般市民への周知度が低いため、今後も一般市民へ周知をし、認識度を高める努力を期待したい。 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

 指定管理業務についての収支状況については、概ね予算のとおりに執行されており良好である。

今後は、定められた経理の中で、指定管理者独自の計画的な修繕などを計画、実施をすることが望

まれる。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

 旧静岡市において平成 11 年度より住宅管理の一部を管理委託しており、積み重ねた実績に満足せ

ず、改善できるところは積極的に改善する姿勢が今年度もみられた。 

 また、平成 23 年３月に起きた東日本大震災による被災者受入れに対して、指定管理者としてだけ

でなく、公益的な立場からも独自の受入れ時の体制を整え、迅速かつ積極的な対応を行った。 

 施設の管理に関しては、事業計画に従い良好に実施され、かつ修繕については、団地の防犯灯を

ＬＥＤに変更したり、入居者からの要望を聞き取り、修繕を行っている様子が見受けられる。また、

老朽化が進む遊具の修繕をするなど安全確保に向けた努力が見られた。 

入居者の相談に対して、電話相談以外にも現地に直接赴くなど、迅速な対応を行っていることか

ら、今までの経験とノウハウを生かし適切に対処していることが伺える。 

市営住宅入居者には、ステッカー配布等（平成 21 年度より実施中）を行い、広く周知しているが、

入居手続きに関して入居者に広く浸透していないことから、平成 24年度から実施予定の指定管理者

独自の広報紙の配布等で、入居者に対して今後各種手続き方法を浸透させていくことを期待したい。 
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様式第 25号 

 

年度評価シート 

課名 中央図書館  

施設の名称  静岡市視聴覚センター 指定管理者名 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 中部社 

１ 履行状況  

○協定に基づき、条例第 21 条各号に掲げる指定管理者が行う業務を、適正に実施した。 

・自主事業計画書に掲げる事業すべてを実施した。 

・施設及び器具の利用に関し、条例規則の規定に基づき適正に許可した。 

・施設及び設備の維持管理を適正に行った。 

○適正な人員配置により、業務を行った。 

○協定に定める報告書等を適切に提出した。 

２ 市民（利用者）からの意見・要望の内容とその対応状況の評価（クレーム対応 等） 

○木曜シネマ劇場でもっと邦画をやってほしいとの要望に対し、上映権つきの邦画が非常に少な

いなか、個人視聴であれば可能な邦画を増やして映像ブースでの視聴をできるようにした。 

○研修室に窓がないことから季節の変わり目の冷房開始時期を考慮してほしいという要望に対

し、通年より早めの冷房切換えを行い、利用者に快適な環境を提供した。 

○ビデオ編集講座について随時受講できるようにしてほしいとの声に対し、講師と受講希望者の

都合が合えば随時受付をして対応した。 

３ 市民（利用者）へのアンケートや満足度調査の状況評価 

（１）市民アンケート 

市立図書館５館でアンケートを実施した結果、施設の認知度は 58％、利用したことがある方の

割合は 41％だった。 

（２）利用者満足度調査 

各講座等の終了時にアンケートを実施した。アンケートに回答した人の 81％が受講した講座等

の内容に「大変満足」または「まあまあ満足」と回答した。 

（受講者数 14,740 人に対し、回答数 761。回答率 5.2％） 

４ 指定管理者の経理状況の評価 

○経理は、適正に管理されている。 

５ 総括的な評価（課題事項・指摘事項及びそれらの改善状況 など） 

○利用状況、利用者の満足度から判断して、概ね良好であると評価できる。 

○特に、講座等自主事業の内容について、積極的にサービスの向上を図ろうという姿勢がみられ

るとともに利用者の要望に柔軟な発想で対応している。 

○情報管理に関しては、独自の情報セキュリティテストや自己点検チェックを実施するなど、常

に高い意識をもって運営している。 
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