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（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書    

指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書    

所管課 保健福祉課 

検証対象期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 7 月 31 日 

１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要    

施設概要 

名 称 矢吹町保健福祉センター 

該当する番号に○をつけて下さい 

施設類型 目的・機能 

Ⅰ 

事業実施

型 

1 観光施設 

所在地 矢吹町一本木 100 番地 1 

2 スポーツ・レクリ

エーション施設 

3 生活利便施設 

Ⅱ 

施設管理

型 

4 文化施設 

設置目的 住民の健康増進と福祉の向上 

5 社会教育施設 

6 コミュニティ施設 

7 社会福祉施設 

指定管理者 

名 称 社会福祉法人矢吹町社会福祉協議会 

所在地 矢吹町一本木 100 番地 1 

指定管理業務の内容 

 

(1)施設、設備の維持管理に関する業務 

(2)施設、設備又は機器の使用許可等に関すること 

(3)施設の使用に係る料金の徴収に関すること 

(4)職員の配置等 

(5)個人情報の保護体制を確立し、職員への周知徹底を図ること 

(6)緊急時の対策、防犯・防犯体制についてマニュアルを作成し、職員

を指導すること 

(7)施設利用者の不測の事態に対しては、適切に対処し、かつ、町へ状

況報告を速やかに行うこと 

 

指定期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 
有（名称：              ） ・ ○無  
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２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績    

 目標（計画） 実績 要因・原因分析 

施設の設置目的の 

達成状況 

・介護保険サービス事業

はもとより、ボランテ

ィア事業や子育て支援

事業等、多くの町民が

気軽に参加できる地域

福祉事業を推進し、在

宅サービスを中心とし

た地域福祉活動の充実

に努めます。 

・地域住民（行政区単位）

の協力を得ながら高齢

者の生きがいづくり事

業を展開しました。 

・地区サロンの開催 

・老人クラブ連合会の事務

局運営 

・地域包括支援センターの

設置 

利用者の満足度 

・利用者からの要望・苦

情処理は誠意を持って

その対応に努め、その

内容によっては町当局

の指導助言を仰ぎなが

ら要望・苦情処理に当

たります。 

・利用者の施設使用報告

書に備考欄を設け、要

望を多く取り入れるよ

うに努めました。 

・利用者の要望を多く取り

入れるように努めまし

た。 

収支状況 

・使用料等の収入が発生

する施設ではなく収入

の増収は見込めないた

め、経費の節減に努め、

計画的な管理運営を行

います。 

・効果的な運用を行い経

費削減に努めました。 

・経費削減に向けた職員へ

の教育 

 

３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証    

検証項目 検証細項目 
指定管理者 

の自己検証 
所管課の検証 

Ⅰ 

運営方針、 

管理能力 

1 平等利用の 

確保 

・町と常に相談しながら効果的な管

理運営に努めています。 

・利用者に配慮した情報公開（ホー

ムページ）。 

・規則に基づき使用許可を適正に実

施しています。 

・社協各事業を企画し実施しました。 

・施設利用者は固定されているが、適

宜、町と協議しながら判断しサービ

ス向上を図っています。 

 

2 管理運営体制 ・施設玄関に社会福祉協議会窓口を

設置し、常に利用者に対応できる

ようにしています。 

・救急法講習会・AED 講習会を行っ

ています。 

・小規模な修繕は委託しています。 

・窓口の設置や各事業に管理者を置

き、適切な管理運営を行っていま

す。 
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3 法令遵守等 ・基本協定書、仕様書を遵守します。 

・労働法令の適切な遵守。 

・法令遵守に努めています。 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 ・不快感を与えない適切な接し方を

心がけています。 

・苦情、要望に対し迅速、かつ適切

に対応しています。 

・常に事故発生の可能性を考え対策

を行います。 

・接遇研修等を実施し利用者へ適切に

対応しています。 

2 地域貢献 ・施設周辺の草刈に協力します。 ・施設周辺の環境美化に努めていま

す。 

3 環境問題への 

取組み 

・常に省エネを心がけています。 ・省エネを心がけています。 

4 防災対策及び 

緊急時の対応 

・緊急時対応できるよう連絡体制を

整備しています。 

・緊急時の対応について常に組織内で

確認しています。 

5 個人情報保護 

及び情報公開 

・個人情報はキャビネットで管理し、

持ち出し厳禁を徹底しています。 

・適正に管理されています。 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1 サービスの 

提供内容 

・利用者の施設使用報告書に備考欄

を設け、要望を多くとりいれるよ

うにしています。 

・自主事業を多く実施し利用者の増

加につなげます。 

・改善すべき事をみつけた場合には

迅速に担当者へ報告します。 

・利用者の立場に立った施設の改善

を実施します。 

・地域を巻き込み、行政区単位での事

業を展開しています。 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

・収入・支出項目別に適正な処理を

行っています。 

・効果的な運用を行い経費節減に努

めています。 

・適正に執行されています。 

Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 ・住民健診、赤ちゃん健診、マタニ

ティ教室等にいらした方に対し介

護、保育園等の相談もできる福祉

業務の窓口となっています。 

・社会福祉協議会は施設内でのデイサ

ービス事業、介護保険事業を実施し

ながら福祉全般の相談や、地域を巻

き込んだ事業を展開しており、今

後、ますます当該団体の役割は重要

となってくるため、当該施設を利活

用した福祉・介護関連事業の展開に

期待ができます。 

二次検証 

施設所管課 導入効果 ・福祉・介護関連事業を行っている団体のため、スムーズな管理

運営が行われています。 

今後の 

管理形態 

・指定管理制度を継続します。 

・指定管理期間は 3 年が適当です。 

その他 平成 30 年度選定方法は非公募が適当だと考えます。 

 

企画総務課 導入効果 Ａ：適正である。 

 

今後の 

管理形態 

指定管理 

 

その他 平成 30 年度選定方法：非公募 

協定期間：3 年間 

 


