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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 神奈川県ライトセンター

指 定 管 理 者 名 日本赤十字社

施設所管課（事務所） 障害福祉課

評価理由及び今後の対応

指定管理制度による管理運営状況の総括を行い、施設の管理運営が適切に行われていることを確認した。
また、毎年実施している利用者満足度調査において、非常に高い利用者満足度を維持している一方、施設の管理運営経費の
節減などの効果が認められ、指定管理者制度による管理運営は有効であると評価できる。
このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。

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

2018 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 2016年4月1日 2021年3月31日 評価期間 2016 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

□施設の維持管理について、県民の貴
重な施設、財産、物品であることを常
に意識し、事業計画どおり適切に管理
されていることを、月例報告書及び随
時の現地調査によって確認している。

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

□事例検討会や研修会に積極的に参加
し、関係機関との連携や交流を深める
とともに、ライトセンター事業を支え
ているボランティアの養成・支援に非
常に積極的に取り組んでいる。
□業務委託にあたっては、地域企業等
を積極的に活用している。

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

□情報提供事業、指導訓練事業、ス
ポーツ振興事業、ボランティア育成事
業、普及啓発事業といった指定管理業
務は、「視覚障がい者の生活を豊かに
する」という運営方針に沿って確実に
実施されている。
□事業報告書及び随時の現地調査によ
り、業務が適切に実施されていること
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）
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 ※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

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

人 88,990 人(利用者数)

設定方法：

88,131 人 86,907 人

目標値

91,931 人 88,131 人 86,907

対目標値（数）
※下段は率

△ 3,800 人 △ 1,224 人 △ 535

86,372 人 87,137

人 対目標値（率）

96 ％ 99 ％ 99 ％ 97.9 ％

人利用者数

□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

□施設内のみならず、地域に出向く取り組みも積極的に実施している。
平成29年度からは眼科医療機関への訪問ＰＲや市町村・市町村社会福祉
協議会への個別訪問も実施し、利用者増に努めている。
□図書貸出実績は、若干減少傾向にあるが、これはインターネット上の
「サピエ図書館」の普及が一因と考えられる。ライトセンター作成の図
書はサピエに提供しており、その利用件数は増加している。

３　利用者満足度の状況

2016年度 2017年度 2018年度 ３か年平均

評価結果 評価区分

Ｂ
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

Ｓ
「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

92.1 95.2 95.6

94.3 ％

175 140 194

□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

□施設の性格上、直接来所する利用者のほか、電話、メール、郵便等に
よる図書館利用者も多くいることから、毎月発行の機関誌やホームペー
ジへの掲載、メールマガジンでの周知等を積極的に行い、回答について
も郵便、電話、メール、ＦＡＸ、直接聴き取りといった多様な方法で受
け付けるなど、幅広く調査を実施する工夫をしている。
□評価については、常に90％以上が「非常に満足」「満足」と答えてい
る中、更に毎年度その割合が上がっており、不断の努力の成果が表れて
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

平成28年
（月不明）

弱視で見えにくいので、節電で間引きを
している照明を点灯させてほしい。

安全に配慮して、点灯することとした。

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

□点字で意見が書ける道具の設置、職員の聴き取り等による意見の把握
等、視覚障がい者が意見を出しやすいような工夫をしている。
□受けた意見については、速やかに改善を図るとともに、受付対処票を
作成し、施設内で情報共有してサービス向上に活かしている。
□例年の満足度調査における自由意見のうち、対応を求められたものに
ついては、対応状況をホームページに掲載して広く知らせている。

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

該当なし

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

□施設安全管理委員会を設置し、安全管理マニュアルに沿って安全な施
設利用に取り組んでいる。マニュアルについては、所内ネットワークを
通じ全職員に周知するとともに、施設を利用拠点とするボランティア団
体にも周知徹底を図っている。更に、リスクの高いスポーツ施設につい
ては、スポーツ施設管理運営マニュアル、プール監視対応マニュアルを
別に定め、事故防止に努めている。なお、全職員が赤十字の救急法技術
を習得。また、新規採用職員研修や全職員対象の研修のほか、毎月個人
情報管理表による点検を実施している。
□発生時の対応については、事故発生時対応マニュアルを整備し、年に
２回以上マニュアルに基づく訓練を実施。また、フローチャートやアク
ションカードも作成し迅速かつ的確な対応を図っている。県所管課への
報告については、ケースごとの判断基準を定めている。
□発生した場合は、施設安全管理委員会を招集し、原因や再発防止策を
検討、実施するとともに緊急対応の適正さも検証。記録はデータ化し、
全職員が共有するとともに、日常業務やマニュアル等に反映させること
としている。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018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

289,990 289,990

(317,613) (289,990)

６　収支状況

(289,990)

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

□当施設は、利用者からの利用料を徴収しない情報提供施設。
□経費節減にあたっては、役職者を減らし、実務担当者を増やすことで
人件費を抑制しつつサービスの充実を図るとともに、徹底した節電や
ペーパーレスの推進等に取り組んでいる。
□また、直接収支には表れないが、当施設の運営は、約800名の組織化
されたボランティア（視覚障害援助赤十字奉仕団）により支えられてお
り、特に情報提供の要である点訳や音訳は、そのほとんどをボランティ
アが担っている。指導訓練事業、スポーツ事業、ボランティア育成事
業、普及啓発事業においてもボランティアグループが一体となって事業
を実施している。

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

収入
317,613

その他

285,613 0 32,000 289,990 0 0 289,990 0 0

(285,613) (0) (32,000) (289,990) (0) (0) (289,990) (0) (0)

13,107

(0) (0) (0)

支出
287,620 286,902 276,883

(317,613) (289,990) (289,990)

2018年度 累計

収入
289,990 869,970

(289,990) (869,970)

収支差額
29,993 3,088

289,990 0 0 869,970 0内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収支差額
△ 94 16,101 収入合計／支出合計比

(0) (0) 101.9%

支出
290,084 853,869

(289,990) (869,970)

0

(289,990) (0) (0) (869,970) (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

□コンプライアンスハンドブックを全
職員に配布するとともに、階層別研修
等で常に法令順守の意識付けを図って
おり、法令違反等の事故は発生してい
ない。
□ゴミ分別の徹底（視覚障がい者対応
として、形の異なるゴミ箱を採用）、
グリーン購入の推進等適切に環境への
配慮を行っている。
□施設における障がい者雇用率は、
19.67％と法定雇用率を大幅に上回って
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

□施設の特性上、利用者の障がい内容
等極めて重要な個人情報を取り扱うた
め、個人情報安全管理マニュアルを整
備し、全職員が高い意識をもって業務
にあたっている。
□毎月個人情報管理表による確認を実
施している。

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

□課長職が一部係長職を兼務すること
で、経費節減に寄与する一方、歩行訓
練士や障がい者スポーツ指導員を正規
職員化する等、質の高さと効率性を両
立させる適切な人員配置に努めてい
る。
□県支部や赤十字病院との人事交流に
より、他現場での知識や経験を活かす
工夫をしている。
□職員研修だけでなく、視覚障がい者
福祉関係の外部研修等に積極的に職員
を参加させ、質の向上に努めている。

□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

□ノー残業デーの励行や県支部主催の
ハラスメント防止研修への参加等、労
働環境の確保・向上に努めている。


