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指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

指定管理者制度による施設の管理運営状況総括調書
（総合結果）

施 設 名 県営住宅等（川崎地域）

指 定 管 理 者 名 一般社団法人かながわ土地建物保全協会

施設所管課（事務所） 公共住宅課 住宅営繕事務所

評価理由及び今後の対応

　これまでの管理運営状況については、事業計画書の内容に沿って過去に公営住宅の管理運営を行ってきた実績
を生かした管理運営を行っている。また、入居者からの様々な要望等に応えられるよう、自治会や地域、地域企
業との連携強化などに積極的に取り組んでいる等の理由からＡ評価となった。
　指定管理者制度の導入における有効性については、民間企業の能力を活用することで、要望や生活スタイルも
多様である入居者サービスの向上や修繕費等の予算の節減が促され、県営団地の適正かつ効率的な運用が図られ
ている等の理由から有効に機能していると判断できる。
　以上から、指定管理者制度による管理運営は有効と考えられるため、引き続き指定管理者制度による管理運営
を行う。

指定管理者制度による管理の有効性 有 無

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

R元
(2019)

年度

評価 評価基準

Ａ
Ｓ：極めて良好
Ａ：良好
Ｂ：一部改善が必要
Ｃ：抜本的な改善が必要

指 定 期 間
H29.4.1

（2017年）
R4.3.31

（2022年）
評価期間

H29
(2017)

年度

施設の維持管理

□施設の維持管理（清掃業務、ごみ収集
業務、保守点検業務、受付業務、警備業
務等）は事業計画どおり実施されている
か

Ａ
□維持修繕業務、法定点検等の維持管
理業務は、事業計画どおり実施されて
いることを月例報告書及び随時の現地
調査により確認している。

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□地域人材の活用、地域との協力体制の
構築、ボランティア団体等の育成・連携
の取組を積極的に行っているか
□地域企業等への業務委託を行っている
か

Ａ

□ＮＰＯ法人と連携し、高齢者や障
がい者が安心して生活できる環境づ
くりに取り組んでいる。
□緊急・空き家修繕については協会
独自の簡易型総合評価方式（品質、実
績、作業能力等を総合的に評価す
る）により地元業者を公募・選定
し、緊急対応等をより迅速に実施し
ている。

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

□指定管理業務の総合的な運営方針が守
られているか
□委託した業務は適切に実施されている
か

Ａ

□民間企業ならではのノウハウを活かし
ながら、行政の立場に立った安心・安
全の向上を目的とした運営方針に基づ
いて確実に実施されている。
□月例報告書及び随時の現地調査によ
り、委託した業務の適切な実施を確認
している。

評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）



イ

※目標値の設定方法
 ア…募集時の提案事項のため、指定期間当初から設定

イ…モニタリング調書作成等のため、便宜的に設定

％ ％ ％

人 人 人

※　複数回実施した場合や複数対象に向けて実施した場合等は、合計した数値を記載

２　施設の利用状況

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(Ｈ31)年度 ３か年平均
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□事業の広報・ＰＲは効果的に実施さ
れているか

□自主事業は施設の設置目的に合致
し、利用促進につながっているか

□利用促進に向けた取組は適切か

評価の対象としない。

３　利用者満足度の状況

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元(Ｈ31)年度 ３か年平均

評価結果 評価区分

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ｓ：110％以上
Ａ：100％以上～110％未満
Ｂ： 85％以上～100％未満
Ｃ： 85％未満

社会福祉入所施設と県営住宅におい
て評価を行わない場合、目標値欄に
は定員等を記載する。

確認の視点 施設の利用状況についての評価

評価結果 評価区分

Ａ
「満足」（上位２段階の評価）と答えた割合が（３か年平均）
Ｓ： 90％以上
Ａ： 70％以上～ 90％未満
Ｂ： 50％以上～ 70％未満
Ｃ： 50％未満　又はＳ～Ｂにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

利用者満足度調査において「満
足」と答えた利用者の割合
（サービス内容の総合的評価に係
る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

63.6 81.8 72.7

72.7 ％

14 18 16

□調査の実施方法（対象、時期、回
数、配布方法等）は適切か

□利用者満足度向上に向けた取組は適
切か

□利用者満足度調査については、年１回下半期、各自治会等を対象に
郵送で実施した。３年間の平均では９０％以上の回収率となっている。
□調査の結果を踏まえ、指定管理者への要望事項等についてヒアリン
グを行うなど、利用者満足度向上に向けた取組が継続的に行われてい
る。



４　苦情・要望等への対応

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

年月 意見の内容 対応状況

随時 近隣トラブル、動物飼育等の迷
惑行為に対する苦情について。

住宅営繕事務所と適宜対応について打ち合
わせを行うとともに、訪問指導、注意文書
投函、注意チラシ掲示などできめ細やかに
対応し、自治会の協力も得ながら、引き続
きトラブル防止に努めている。

確認の視点 苦情・要望等への対応についての評価

□積極的に苦情・要望等の把握に取り
組んでいるか

□把握した内容を事業等へ適切に反映
する仕組みを整備しているか

□苦情・要望等への対応は適切か

□電話連絡のみの対応ではなく、現地に足を運び、トラブルの状況を確認
し、入居者の目線に立った分り易い説明を行う等積極的に苦情・要望等の
把握に取り組んでいる。
□苦情・要望等については相手の立場になって考え、人権に十分配慮しつ
つ、平等かつ公平に対応し、早期に解決することとしている。

５　事故・不祥事等への対応

事故・不祥事等の
概要と対応状況

発生年月日

①発生時の詳細な状況
②県職員による確認の状況（内容及び実施日を記入）
③その後の経過（現在に至るまでの負傷者の状況、再発防止策等）
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無（有の場合は概要を記入）
⑤原因及び費用負担の有無（費用負担が有の場合は内容および負担者を記
入）
⑥記者発表の有無（有の場合はその年月日を記入）

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

□事故・不祥事等防止に向けた仕組み
が構築されているか

□事故・不祥事等発生時の対応は適切
か

□事故等の予防対策、発生後の対応等についてマニュアル等を定めて
いる。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。令和元（平成31）年度は速報値

評価結果 評価区分

Ａ
収入合計／支出合計の比率が
Ｓ(優良)：105％以上
Ａ(良好)：100％～105％未満
Ｂ(概ね計画どおりの収支状況である)：85％～100％未満
Ｃ(収支比率に15％を超えるマイナスが生じている)：85％未満

430,143 430,202

(2,803,155) (430,158)

６　収支状況

(410,977)

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料 利用料金

確認の視点 収支状況についての評価

□収入増加に向けた取組の内容は適切
か

□経費節減に向けた取組の内容は適切
か

□予算的に大変厳しい状況であったが、修繕内容の見直しを行いつつ
入居者からの要望にできるだけ応えられるよう工夫をしながら修繕費
の抑制に努め、結果として良好な執行状況となった。
※28年度は旧横浜・川崎地域の数値を入れている。

【参考】28年度 29年度 30年度

収入
2,775,483

その他

2,775,483 0 0 430,143 0 0 430,202 0 0

(2,803,155) (430,158) (410,977)

1,037

(0) (0) (0)

支出
2,774,263 429,065 429,165

(2,803,155) (430,158) (410,977)

令和元（平成31）年度 累計

収入
332,628 1,192,973

(287,870) 1,129,005

収支差額
1,220 1,078

332,628 0 0 1,192,973 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
235 2,350 収入合計／支出合計比

(0) (0) 100.2%

支出
332,393 1,190,623

(287,870) (1,129,005)

0

(287,870) (0) (0) (1,129,005) (0) 0

利用料金 その他



７　業務遂行能力

確認項目 確認の視点 項目別評価 内容・評価理由

評価結果 評価区分

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＢ、ＣがなくＳが半数以上※）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＢ、ＣがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＢが１つ以上）
Ｃ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＣが１つ以上）

コンプライアン
ス、社会貢献

□指定管理業務の実施にあたって法令違
反等の行為はないか
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ａ

□指定管理業務について適切に行われて
いる。
□リサイクル商品の積極的購入、クー
ルビズ、両面コピー、こまめな消灯な
どを実施している。

個人情報保護
□個人情報保護についての方針・体制及
び教育・研修体制は適切か
□個人情報の取扱いは適切か

Ａ

□コンプライアンス体制の構築や全職
員を対象に個人情報保護研修を実施し
ており、法令違反や個人情報等の漏洩
による事故は発生していない。

人的な能力、執行
体制

□管理運営にあたって適切な人員が配置
されているか
□人材育成や職員採用が適切に行われて
いるか

Ａ

□サービスセンターを支店・専門部
門・本社がバックアップする体制により
適切に配置している。
□指定管理業務、県営住宅等に係る業
務についてなど様々な研修を段階別に
行っている。

□労働時間短縮の取組や職場のハラスメ
ント対策など労働環境の確保の取組が行
われているか

□ストレスチェックの適正実施及びフォ
ローアップ、過重労働防止対策等が適切
に実施されている。


