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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 神奈川県立かながわ労働プラザ

指 定 管 理 者 名 公益財団法人神奈川県労働福祉協会

施設所管課（事務所） 雇用労政課

評価理由及び今後の対応

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、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、利用者から寄せられた意見や要望に対し、早急に対応策を検討して対策を講じているなど、利用者へのサービスの向上
や、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

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

専門的かつ的確に維持運営するために、
専門の業者に委託している。
受付には、午前・午後は基本的に３名、
夜間は２名を配置するとともに、４階
サービスカウンターにもパート職員を１
名を配置し利用者へのサービス向上に努
めている。

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

□利用者団体の活動の発表の場や、サー
クルによる体験教室や作品展示の機会、
また地域との交流の場として定着してい
る「プラザフェスタ」を年１回開催して
いる。
□地域企業等への業務委託を行ってい
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

□労働者や県民の余暇活動、文化活動、
交流の場を提供し、就業支援等のための
各種講座を開催するとともに、かながわ
労働プラザ全体の施設、設備の維持管理
業務に真摯に取り組んでいる。
□業務委託実績報告書により、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）



ア

 ※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 417,100 人(利用者数)

設定方法：

413,456 人 394,808 人

目標値

430,000 人 430,000 人 391,300

対目標値（数）
※下段は率

△ 16,544 人 △ 35,192 人 △ 56,216

335,084 人 381,116

人 対目標値（率）

96 ％ 92 ％ 86 ％ 91.4 ％

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

2016年度、2017年度は目標達成率が90％以上となったが、2018年度は会館
の空調設備更新工事の実施により、会議室等の貸出が大きく制限されたこ
とから、目標達成率は86％となった。
利用者ニーズに即した施設整備やきめ細やかな接客サービス、利用者を広
げるための積極的な広報活動に取り組んでいるところではあるが、利用率
向上のためには、更なる対応が求められる。

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

96.9 98.6 98.6

98.1 ％

109 145 140

□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

利用者ニーズに即した施設整備や、きめ細やかな接客サービスの提供に努
めたことが評価されたものと推測される。



2017年
もう少し早めに部屋を開けてほ
しい。

１時間単位の利用がルールであることを説明
するとともに、利用当日に予約時間前からの
利用を希望し空きがある場合に利用できる料
金半額サービスを案内した。

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

2016年
たばこの臭いが気になるところ
がある。敷地内すべて禁煙にし
てもらいたい。

敷地内の屋外に喫煙スペースを設置し、エア
カーテン等で屋内に流入しないよう対策を講
じた。

2018年

利用者満足度調査で、温水洗浄
便座の設置要望、プロジェク
ターの貸出要望、学生利用の場
合の減額希望などの意見が寄せ
られた。

これらは既に実施しているものであるが、周
知が不十分ととらえPRに力を入れていく。

確認の視点 事故・不祥事等への対応についての評価

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

利用者満足度調査の年２回の実施とあわせ、「利用者の声」と称する投書
箱を毎週確認するとともに、寄せられた意見や要望に対しては、早急に対
応策を検討して対策を講じていることは評価できる。

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）

（該当なし）

□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

危機管理マニュアルや帰宅困難者対応マニュアルを策定するなど指定管理
者としての適切な対応に努めていることは評価できる。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。2018年度は速報値

収入
137,448 134,709 138,799

(158,812) (150,941) (146,159)

６　収支状況

【参考】2015年度 2016年度 2017年度

△ 482

(△ 1,372) (98) (△ 1,794)

(0) (92,828) (53,331)

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他

0 76,726 60,722 0 80,115

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

54,594 0 83,179

139,281

(160,184) (150,843) (147,953)

内訳

(0) (95,707) (63,105) (0) (94,161) (56,780)

55,620

収入
137,808 411,316

(141,894) (438,994)

収支差額
170 △ 2,552

支出
137,278 137,261

7,852 236,687 166,777

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

2018年度 累計

(△ 1,297) (△ 2,993) 99.6%

(273,349) (165,645)

支出
136,463 413,005

(143,191) (441,987)

内訳

(0) (86,360) (55,534) (0)

利用料金 その他

7,852 73,393 56,563

評価結果 評価区分

Ｂ
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

確認の視点 収支状況についての評価

収支差額
1,345 △ 1,689 収入合計／支出合計比

□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

利用者からの要望や利用実態に即したプランを企画し、条例に基づく承認
申請を経て実施し、利用率の向上に努めていること、また、庁舎管理者で
あるかながわ労働センターと連携して節電に取組むことなどにより、光熱
水費節減に努めていることは評価できる。



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

□適切な人員が配置されている。
□プラザ条例勉強会や予約システム研修
を実施するほか、利用者応対研修につい
ては通年実施し、職員の資質向上に努め
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

人権啓発推進員研修会や心のバリアフ
リー推進員研修講座、性的マイノリティ
に係る県指定管理施設向けの研修などに
随時参加している。

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

エレベーター稼働台数の制限や蛍光灯の
消灯等の実施、機械式駐車場の節電な
ど、環境に配慮した業務の実施を行って
いる。
公益財団法人神奈川県労働福祉協会とし
て、障害者の法定雇用率を達成してい
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
個人情報保護法及び神奈川県個人情報保
護条例に準拠して整備した公益財団法人
神奈川県労働福祉協会個人情報保護規程
等に基づき、利用者の個人情報の保護に
積極的に取り組んでいる。


