
指定管理者モニタリング結果及び評価シート

評価期間 ～

施設状況

～

【評価項目】

１　指定管理者の健全性

評価

２　施設の有効活用

対前年比 年度目標達成率 評価

単位 単位

25,000 人 人 103.2% 102.5%

14,000 人 人 100.6% 114.2%

区分

市指定事
業

自主事業

施設の設置目的や市が示した基本方針、また、自ら提案した内容に沿った管理運営であったか
また、団体の財務状況や組織体制は安定していて、施設管理を継続的、安定的に行うことができるか

特記事項
＇問題等があっ
た場合（

協定内容・指定管理者提案 追加事業、未実施事業及びその理由

事
業
実
施
内
容

サービス向上の
取組

施設の利用受付に関する業務
施設の利用許可及び料金の収納に関する業務
施設の維持管理に関する業務
施設の利用促進に関する業務

【鶴ヶ岡複合施設】＇括弧内は参加者数／回数・日数（
ベビーマッサージ教室＇１７名／２回（、鶴ヶ岡寄席＇１２１人／２回（、
七夕飾り＇１１日間（、フリーマーケット＇３５０人／１回（、カラオケ教室＇４５
人／５回（、梅まつり＇３５０人／２日間（、パソコンお気軽教室＇４５人／８日
間（、囲碁将棋の会＇７７２人／毎週木曜日（
【旭ふれあいセンター】＇括弧内は参加者数／回数・日数（
旭ふれあい寄席＇５４人／１日間（
沖縄の唄と三味線＆SAXカルテット＇１５０人／１日間（

無

【鶴ヶ岡複合施設追加事業】＇括弧内は参加者数／回数・日数（
夏休み小学生学習室＇２７人／１０日間（、夏休み絵画教室＇１６人／２日
間（、津軽三味線と故郷の唄＇１１５人／１日間（

　毎月初めに責任者会議を実施し、日常管理及び自主事業について点検と改善点の洗い出しを行っている。
　また自主事業の際に参加者へアンケートをとり利用者のニーズを汲み取ることで効果的な自主事業の開催を図っている。

管理運営の
基本方針

市民の文化活動及びコミュニティ活動の増進を目的に、より開かれた身近な施設となるような運営を行い、集客力の向上を図る。また、利用者が世代を超えて
交流のできる、地域に根ざした施設となることを目指す。
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【評価基準】　5：目標値以上の結果で、指定管理者のノウハウや努力等によるところが大きいと評価できる場合／4：目標値以上の結果＇5以外（／3：目標値に達している場合／
2：目標値をやや下回る場合／目標値を大きく下回る場合

＇特記事項（

平成26年度

平成26年4月1日 平成27年3月31日

協働推進課

利用実績

鶴ヶ岡複合施設全体

旭ふれあいセンター全体

鶴ヶ岡コミュニティセンター【延床面積】700.㎡・711.53㎡　【主な施設】研修室A、研修室B、会議室、和室
旭ふれあいセンター　　　　【敷地面積・延床面積】404.58㎡　　　　　　　　【主な施設】研修室1、研修室2、和室、会議室

鶴ヶ岡コミュニティセンター2回・旭ふれあいセンター１回平成24年4月1日

施設名称

指定管理者名

指定期間

導入年月日

鶴ケ岡複合施設及び旭ふれあいセンター

シルバー人材センター

平成24年4月1日 平成28年3月31日

施設概要

指定管理者の
主な業務

施設利用状況

利用区分等 予定＇計画・目標（

施設設置目的
鶴ヶ岡コミュニティセンター：市民相互の交流を図ることにより、住みよい地域社会づくりを推進し、もって福祉の増進と文化の向上に寄与する。
旭ふれあいセンター：市民相互の交流を図り、住みよい地域社会づくりを進める。

所管課

施設分類

利用料金制導入

指定回数

両施設共通：＇１（センターの利用の受付に関する業務　(2)センターの利用の許可及び料金の収納に関する業務(3)　センターの維持管理に関する業務(4)　セン
ターの利用促進に関する業務(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

25,628

15,994

市民文化系施設＇集会施設（

一部利用料金制＇利用料金及び指定管理料（
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３　利用者評価

評価

(1) 利用者要望把握方法

４　事業収支

平成26年度 （ 評価

金額 項目 金額 項目 金額 項目 金額

1,660,000 利用料金 1,298,050 施設使用料 施設使用料

20,552,000 指定管理料 20,552,000 行政財産使用料 43,660 行政財産使用料 96,827

180,000 自主事業※ 60,900 国庫支出金 国庫支出金

156,000 その他収入 160,735 県支出金 県支出金

その他 74,750 その他

22,548,000 計 22,071,685 計 118,410 計 96,827

12,891,000 人件費 12,202,960 修繕料 修繕料

2,912,000 設備管理費 2,987,075 保険料 10,227 保険料 10,130

710,000 備品購入費 1,085,554 指定管理料 20,552,000 指定管理料 20,436,000

600,000 修繕費 560,608 業務委託料 業務委託料

1,523,000 光熱水費 1,464,998 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料

230,000 事業費 217,170 その他 その他

1,486,000 事務経費 1,231,825

1,310,000 本社経費 1,210,331

886,000 その他 806,339

22,548,000 計 21,766,860 計 20,562,227 計 20,446,130

損益 0 304,825 差引 △ 20,443,817 △ 20,349,303

収入 収入

支出 支出

0 自主事業損益 0

人件費比率【人件費／指定管理者事業支出】 56.1%

利用者アンケートを実施

【鶴ヶ岡コミュニティセンター】
期間：平成２７年３月１０日から２０日まで
対象：期間内に利用した２９団体の代表者
【旭ふれあいセンター】
期間：平成２７年３月１０日から２５日まで
対象：期間内に利用した２２団体の代表者

両館とも概ね良好との回答である。
【鶴ヶ岡コミュニティセンター】
①接客態度　良い７９％　普通２０％　無回答１％
②施設管理　良好７４％　普通２１％　不満がある５％
③受付方法　良い３６％　普通５２％　分かりづらい１２％
【旭ふれあいセンター】
①接客態度　良い７７％　普通２３％
②施設管理　良好７３％　普通１７％　不満がある１０％
③受付方法　良い４１％　普通５９％

区分

利用者の要望
把握

利用者からの評
価・要望・苦情
等

内容

(3) 調査、会議等の結果

収入
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年度計画額 収支実績額 平成26年度決算 平成25年度決算＇前年度（

修繕費

光熱水費

3
(1) 良好とする評価

・いつも丁寧に挨拶していただいています。皆さん明るくとても優しいです。テレビ、ビデオを貸して貰うときもきちんと説明して下さって助かります。
・いつも対応が非常によくて快適にお稽古でき、ありがたく思っております。

(2) 苦情・改善等の要望事項

　【鶴ヶ岡複合施設】来館者に対して誤解を招く対応があった。

支出

本社経費

事業費

備品購入費

計

その他

項目

利用料金

計

事務経費

自主
事業
※

本社経費が、計画額と実績額で異なる理由
消費税による増額分を多く見積もって計画額を編制したため。

歳入

歳出

指定管理者収支＇

その他収入

人件費

設備管理費

市の収支

自主事業損益

指定管理料

自主事業※

(2) 調査、会議等の内容

《対応措置》

　相手方の問題点を指摘する際の配慮不足が原因だったため接客態度改善の努力することで納得してもらった。

事業収支
＇単位：円（

※自主事業は
該当箇所のみ
記載すること



５　管理運営全般 ※すべて「適」で「３」。「４」「５」とする場合は、評価理由欄に理由を記載すること。

適否欄 評価

配置実績

６　危機管理体制 ※すべて「適」で「３」。1箇所でも空欄の場合は「１」。「４」「５」とする場合は、評価理由欄に理由を記載すること。

適否欄 評価

適

７　施設の設置目的の達成に関する取組

評価

1 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が適切であったか

防犯、防災対策
1 防犯、防火などの対策、体制が適切であったか

適
2 防災訓練など、必要な訓練が実施されたか

緊急時対応、体
制

1 事故発生時や非常災害時の対応などが適切であったか
適

2 必要な保険に加入するなど、利用者などからの損害賠償請求への対応措置が講じられているか

2 危機管理マニュアルの内容が職員に周知されているか

3 常に、日常の事故防止などに注意を払っているか

個人情報保護

地域社会づくり
の推進

区分

職員配置

1 施設管理運営に必要な人員が適正で有効に配置されているか

2 専門性を備えた職員、有資格者が必要に応じて配置されているか

3 労働関係法令を遵守し、職員の適正な労働条件を確保しているか

平等利用

経理

施設・備品の維
持管理

その他

区分 確認内容

安全対策

1 危機管理マニュアルが整備されているか

適
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4 職員の資質・能力向上を図り、施設を適切に運営するための取組みや研修がなされたか

【鶴ヶ岡コミュニティセンター】※責任者及び受付担当者の常時２名で勤務
　施設責任者２人＇両施設兼務（、　受付担当　７人　、清掃担当者　２人
【旭ふれあいセンター】※受付担当１名で勤務
　施設責任者２人＇両施設兼務（、　受付担当　５人、清掃担当者　　１人

確認内容

適

1 施設の管理運営に係る収支の内容や、指定管理料、利用料金等の取扱いは適切に行われたか

2 収支内容等を記載した帳簿を整備しているか

1 必要とされている保守、点検、清掃、保安、警備等、必要な維持管理業務が確実に行われたか

2 備品は台帳、目録等を整備の上、管理が適正に行われたか

1 日常的、定期的に業務の点検、監視が行われたか

2 事業計画・報告書、予算書・決算書や、施設の利用状況などの定期報告、点検・検査結果報告などが適切な時期に提出されたか

適

適

適

適
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区分 具体的な取組の状況・実績

【鶴ヶ岡コミュニティセンター】
　定期開催している囲碁将棋会や夏休みの小学生を対象とした学習室など地域住民に親しまれる自主事業を開催している。
【旭ふれあいセンター】
　新規自主事業を開催することで参加者の文化芸術意欲の充実と共に地域に施設のアピールを行った。

31 特定の団体や個人に偏らない、公平・公正な、透明性の高い運営がなされたか

2 利用許可、減免等の事務手続きが適切に行われたか



総合評価

【総合評価】　Ｓ：極めて優れている／Ａ：優れている／Ｂ：やや優れている／Ｃ：適正である／Ｄ：努力が必要である／Ｅ：改善が必要である

評価

3

4

3

3

3

4

3

評価理由

市民文化系施設＇集会施設（

取組・改善案等
＇施設所管課（

前年度からの課題・改善事項 実施状況 次年度へ向けての目標・取組・改善事項

【鶴ヶ岡コミュニティセンター】
　地域コミュニケーションの場としてより広く利用される施
設にする。
　また安全性の確保や清潔さの維持といった保守業務的
な観点にも力を入れる。
【旭ふれあいセンター】
　施設の老朽化が顕著なため計画的な修繕に取り組む。
　また自主事業を充実させることで地域住民の利用を促
進する。

鶴ケ岡コミュニティセンターについては、複合施設という管理上の難しさもあるが、円滑な運営を実施することができた。多様な自主事業を開催することで施設利
用の促進が成された。また旭ふれあいセンターでは、老朽化による設備の不具合が数回発生した場合も、市に対して適切な提案を行い、自己負担で修繕を実
施する努力した。

評価項目

B

総
合
評
価

総合評価

危機管理体制

施設の設置目的
の達成

指定管理者の
健全性

施設の有効活用

利用者評価

事業収支

管理運営全般

【鶴ヶ岡コミュニティセンター】
　利用者数２５，６２８人＇昨年度比７８５
人増（
　自主事業１２件開催
【旭ふれあいセンター】
　利用者数１５，９９４人＇昨年度比８９人
増（
　自主事業２件開催

【鶴ケ岡コミュニティセンター】
　比較的新しい施設ではあるが、計画的な設備点検や保守
業務を実施する必要がある。
　また日曜夜間の稼働率が低いので向上を目指す。
【旭ふれあいセンター】
　築20年を向かえ施設内の設備等の老朽化が顕著である
ため、引き続き計画的な修繕を行っていく。
　また自主事業を充実させ施設の認知度向上を図る。

0

1

2

3

4

5

指定管理者の 

健全性 

施設の有効活用 

利用者評価 

事業収支 管理運営全般 

危機管理体制 

施設の設置目的の達成 



【指定管理者自己評価】

指定管理者自己評価

(3) 次年度以降の取組

月初めの責任者会議において以下の点について徹底した。

月初めの責任者会議において以下の点について徹底した。

・責任者、受付担当者による施設内外の清掃を実施し、美観を維持した。

　【鶴ヶ岡複合施設】

③その他

(2) 管理業務実施上の課題

・前月の利用状況、金銭出納管理確認。

・鶴ヶ岡、旭両施設５月中旬から８月末まで『緑のカーテン』を実施。

・地域住民に親しまれる施設として不足点改善点の洗い出し。

・定期清掃の日程確認、職員による清掃状況の点検。

・苦情があった場合、対処や再発防止策の共有。

・自主事業の企画、進捗状況の確認。

(1) 評価期間の取組に対する評価

①サービス向上に向けての取組

②業務の効率化に対する取組

　・和室、夜間、日曜日の稼働向上。

　低稼働時間帯の対策として自主事業を充実させ改善を図る。

　・築後８年目にはいるため目に見えない経年劣化が予想される。早期発見早期対応を心がける。

　・日曜夜間の稼働率向上。

　【旭ふれあいセンター】

　・経年劣化が各所に見られるため点検を強化し先手を打った施設管理を心がける。

・日常の管理業務が適正に行われているか。

・委託業者による定期点検のスケジュール確認。

・市担当課からの連絡、依頼事項についての確認。


