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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

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）
　※Ｓ・Ａが同数の場合は、Ａとする。

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

□保守点検業務については、事業計画
どおり実施されていることを月例報告
書において確認している。また、受付
業務では緊急連絡センターを設置し休
日や夜間の事故・災害に対応できる体
制を整えている。

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

□過去に公営住宅の管理運営を行って
きた実績を生かし、入居者が安全で安
心して生活のできる住環境の維持・保
全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。

　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
行なっている。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や窓口受付時間の延長な
ど、積極的に取り組んでいる等の理由からＡ評価となった。
　利用者満足度の評価がＣ評価となったが、優先順位や負担区分から修繕の要望に沿えない場合もある。また、施設の老朽化による修
繕の要望が多く、すべてに対応することが困難であることから、指定管理者の責めに帰すことは適当ではなく、受付窓口の職員の対応
において、３年平均６０％が「大変良い」「良い」と回答しており、さらに、それ以外にはＡ評価が３項目あることから、指定管理者
制度による管理運営は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

H26年度

評価 評価基準

Ａ
Ｓ：極めて良好な管理運営状況
Ａ：良好な管理運営状況
Ｂ：一部改善が必要な管理運営状況
Ｃ：抜本的な改善が必要な管理運営状況

指 定 期 間 H24.4.1 H29.3.31 評価期間 H24 年度

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・借上公共賃貸住宅（横浜・川崎等地域）

指 定 管 理 者 名 社団法人神奈川県土地建物保全協会

施 設 所 管 課 公共住宅課

評価理由及び今後の対応



※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

　　　　　(県営住宅）

（借上公共賃貸住宅）

33,160 人
利用者数

対基準値増減数
※下段は増減率

人 人 人 対目標値増減率

％ ％ ％ ％

(利用者数)

33,430 人 33,179 人 32,872 人

□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

□平成26年度の利用者満足度調査については、横浜・川崎等地域の県営住宅167団地
及び借上公共賃貸住宅13住宅に組織されている住民団体である自治会(209自治会）
を対象とし、各自治会長にアンケート用紙を送付した。また、回収率は65.07％と
なっている。
□回答結果は、平成26年度では団地巡回をしている様子を見たことがないとの意見
があったため、対策として団地巡回時に自治会役員との打合せを行ない、自治会と
の連携の強化に努めることとした。

評価結果 評価区分

Ｃ
「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
（総合満足度に係る設問）
※上段：割合、下段：回答者数

49.0 50.0 44.0

47.0 ％

174 157 136

□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

24年度 25年度 26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

対基準値増減数
※下段は増減率

人 人

241 人 378

人 対目標値増減率

％ ％ ％ ％

人利用者数

人 0 人(利用者数)

設定方法：

507 人 385 人

目標値
人 人

２　施設の利用状況

24年度 25年度 26年度 ３か年平均

24年度 25年度 26年度 ３か年平均

目標値
人 人 人 0 人



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

□事故防止対策要綱に基づく事故防止委員会を設置し、業務執行体制の整備や、事
故防止の点検及び職員の意識啓発に取り組んでいる。

在日米海軍厚木基地周辺の住宅防音工事
（県公社発注工事）をめぐり、元理事が、
工事情報を漏らした見返りに建築業者から
現金を受け取ったとして、一般社団法人及
び一般財団法人に関する法律違反で逮捕さ
れたため、平成26年4月22日から12か月の
指名停止処分を受けた。

指定管理業務における事故では無いため、
業務継続に対する直接の影響はないが、同
種の工事を指定管理業務でも行っているた
め、平成26年度は当該工事を県が直接執行
することとし、協定変更を行った。また、
メール監視ソフトの導入など情報管理体制
の再構築を行なった。

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

□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

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

平成26年4月

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。



単位：千円

※(　)内は収支計画額。26年度は速報値

評価結果 評価区分

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。

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

収入合計／支出合計比 100.2%

評価結果 評価区分

Ａ

Ａ
Ｓ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＳが２つ）
Ａ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＳとＡ、またはＡが２つ）
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）
　※Ｓ・Ａ同数の場合は、Ａとする。

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

□管理拠点を本部と6箇所のサービスセ
ンターに置き、業務を熟知した適正な
人員配置により安定した管理運営を
行っている。
□技術に関することや、法令などさま
ざまな分野の研修を行なっている。

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
□個人情報の取扱いは適切か
□環境への配慮は適切か
□障害者雇用等の状況は適切か

Ａ

□コンプライアンス基本方針やマニュ
アル等の諸規程類を社内イントラネッ
トに掲示し、法令遵守の周知徹底を行
なっている。
□巡回車両はエコカーを使用し、アイ
ドリングストップの励行やエコドライ
ブの実施等を行っている。

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

収支差額
207 2,919 13,955 17,081

(0) (0) (0) (0)

支出
(実績額には戻入
額を含んでいる)

3,442,343 2,511,374 2,530,495 8,484,212

(3,442,550) (2,514,293) (2,544,450) (8,501,293)

(2,544,450) (0) (0) (8,501,293) (0) (0)

0 8,501,293 0 0

利用料金 その他

3,442,550 0 0 2,514,293 0 0 2,544,450 0

利用料金 その他 指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

内訳

指定管理料 利用料金 その他 指定管理料

収入
3,442,550 2,514,293

(3,442,550) (0) (0) (2,514,293) (0) (0)

2,544,450 8,501,293

(3,442,550) (2,514,293) (2,544,450) (8,501,293)

６　収支状況

24年度 25年度 26年度 累計


