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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

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

指 定 管 理 者 名

施設所管課（事務所）

評価基準

かながわ労働プラザ

公益財団法人神奈川県労働福祉協会

労政福祉課

H23.4.1 H28.3.31指 定 期 間 評価期間 年度 年度H23 H25

１　サービス向上に向けた取組の実施状況

Ｂ

無有指定管理者制度による管理の有効性

Ａ：極めて良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：良好な管理運営状況である。（１～７にＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：一部改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＣが１つ以上）
Ｄ：抜本的な改善が必要な管理運営状況である。（１～７にＤが１つ以上）
　※　Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

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、基本協定書や年度協定に基づいて実施しており、大きな事故や問題
もなく管理運営をしていることからＢ評価となった。
  指定管理制度の導入における有効性については、利用者サービスの向上と経費節減等を促し、その適正か
つ効率的な運用を図る観点から、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。

1

Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＣ、ＤがなくＡが半数以上※）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価でＣ、ＤがなくＢが半数以上※）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂが同数の場合は、Ｂとする。

確認の視点

□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

施設の維持管理

□清掃・保守・警備等の維持管理は
事業計画どおり実施されていること
を随時の現地調査や聞き取りで確認
している。また、受付業務は最低１
名が常時窓口にいるよう配置してい
る。

指定管理業務実施
にあたっての考え
方、運営の方針等

確認項目 内容・評価理由

□施設及び設備の維持管理に関する
業務、施設の運営に関する業務等
は、年度協定書に基づいて確実に実
施されている。
□業務委託実績報告書および随時の
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。

Ｂ

項目別評価

Ｂ

□自治会活動への参加や、近隣団体
が実施している近隣地域清掃活動へ
の参加をしている。また、プラザ
フェスタは企画立案の段階から地域
住民の方に参加していただき、地域
の方が参加しやすいｲﾍﾞﾝﾄとしてい
る。

Ｂ

地域と連携した魅
力ある施設づくり

□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

□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

評価結果 評価区分

Ｂ
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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

目標値

(指定管理者提案値)

利用者数

％

△ 3,031人

評価結果

23年度 24年度 25年度

人0

100

321,512 312,109人 人

△ 5,015対基準値増減数
※下段は増減率

３か年平均

Ｂ

303,055

□自主事業等の開催に際しては、事前に各種メディアに広報してい
る。職員によるツイッターで空き室情報等を随時更新し、施設情報や
イベント情報を発信している。また、企業や団体へ営業を行い施設の
利用についてＰＲしている。
□自主事業は、設置目的である総合的な労働行政サービス提供機能と
して、労働者支援セミナーや就業支援講座を開催している。また、労
働者福祉活動の拠点として、教養文化、健康づくり等の活動を行って
いる。
□これらの取組により、平成25年度の利用者数は過去2ヵ年度より増
加しており、利用促進に向けた取組みが行われている。

確認の視点

□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

人

99％ 99％ 99.1

施設の利用状況についての評価

％

２　施設の利用状況

311,760

設定方法：

人

入所施設等定員がある場合
Ａ：100％
Ｂ： 90％以上
Ｃ： 80％以上
Ｄ： 80％未満

利用者数と目標値を比較して（３か年平均）
Ａ：105％以上
Ｂ： 95％以上～105％未満
Ｃ： 85％以上～ 95％未満
Ｄ： 85％未満

対目標値増減率

人

評価区分

303,055人 314,791人 326,527人 314,791 人
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％ ％ ％

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

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

23年度 24年度 25年度

評価区分

３か年平均

％74.0

加しており、利用促進に向けた取組みが行われている。

250 265

３　利用者満足度の状況

確認の視点 利用者満足度の状況についての評価

□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

□年度中に２回、会議室及び労働情報コーナー利用者にアンケートを
手渡しし、退出時に回収し、回答者には粗品を進呈すること等で、積
極的に満足度向上に向けた意見集約に取り組んだ。このような取組の
結果、平均で80.8%という回収率になっている。
□平成24年度の自由意見では、「設備が古い」「利用料金が高い」
「予約が取りにくい」等の声があったが、職員については苦情等もほ
とんど聞かれず、接客の研修等も行い利用者への対応には特段の配慮
をしており、結果総合的に満足度も良くなっていると考える。また、
アンケート終了後には、自由記載欄での意見についての対策・対応を
施設内に掲示し、利用者に示している。

65.5 76.7 76.4

129

評価結果

Ｂ
「満足」（５段階評価の場合、上位２段階）と答えた場合が（３か年平均）
Ａ： 80％以上
Ｂ： 60％以上～ 80％未満
Ｃ： 40％以上～ 60％未満
Ｄ： 40％未満　又はＡ～Ｃにかかわらず「不満足」と答えた割合が50％以上
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４　苦情・要望等への対応

意見の内容

会議室利用終了時間前に次の
団体が入ってきた。前の利用
団体の茶器がそのままになっ
ていた。

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

□外部からの客観的な意見をいただくため、かながわ労働プラザ運営
委員会を設置し、年２回開催している。利用者の意見・要望への対応
状況や満足度を評価・助言していただき、改善すべき事項に適切に対
応している。
□意見・要望に対しては、その対応状況を速やかに回答し、その回答
内容をホームページや館内に掲示している。
□苦情に対しては、丁寧に説明し利用者が理解・納得していただくよ
う努めており、適切な対応をとっている。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

ギャラリーの展示パネル移動

年月

当日副館長が対応、係員ともに謝罪し
た。

Ａ：要望等を積極的に把握して改善を行う等、サービス向上を図った。
Ｂ：指定管理者に起因しない苦情・要望等があったが、適切に対応した（苦情・要望等が
ない場合も含む）。
Ｃ：指定管理者に起因する苦情・要望等があったが、適切に対応した。または、指定管理
者に起因しない苦情・要望等があり、適切に対応していない。
Ｄ：指定管理者に起因する苦情・要望等があり、適切に対応していない。

駐車場係員の対応が悪い。

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

利用者に対し、利用時間内に片付け・撤
収まで終了するよう周知徹底する方法を
工夫する。相手方にはその旨を伝え納得
していただいた。

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

平成25年6月

Ｂ

評価結果

平成25年5月
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事故・不祥事等の
概要と対応状況

平成23年9月

ギャラリーの展示パネル移動
の際に、パネルがはずれ倒れ
た支柱で利用者が右頬に切り
傷をおった。

塗り薬で応急措置をとり、治療費は加入
している保険で対応した。

平成26年1月
１階交流広場設置の公共施設
利用予約システムの接続機器
（ルーター）が盗難された。

ルーターを新規購入し、置き場を利用端
末の側から受付事務室内への設置に変更
した。端末機そのものを盗難されないよ
うにセキュリティーワイヤーを購入し盗
難防止策を講じた。警備委託業者には、
巡回の際に目視確認の徹底をお願いし
た。

評価結果

Ｂ

Ａ：事故・不祥事等を防止するために積極的に取り組み、事故等が発生しなかった。
Ｂ：軽微な事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した（事故等が発生していない場合
も含む）。
Ｃ：事故・不祥事等が発生したが、適切に対応した。または、軽微な事故・不祥事等が発
生し、適切に対応していない。
Ｄ：事故・不祥事等が発生し、適切に対応していない。

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

□事故防止についても記載した、かながわ労働プラザ業務マニュアル
を作成している。職員全員が熟知するようにしている。月に１回ミー
ティングを実施し条例・規則等の勉強会を行っている。別に不祥事防
止研修も行っている。
□軽微な事故が２件発生したが、すぐに対応を行っている。盗難事故
は、事後後設置場所の見直しや、他の機器の盗難防止対策を行うなど
適切に対応している。

評価区分
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

Ｂ

評価区分

収支差額

146,599

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

□利用増を図るため、平成25年4月に駐車場・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ・ギャラ
リーの利用料金を見直した。利用台数や利用時間は増加したものの値
下げを行ったため利用収入の減となった。利用増に向け、県内各団体
等への利用誘致の実施や、利用率の低い室場を利用した講座の開催等
により継続的な利用の向上に努めている。
□昼休みや、不要な照明の消灯の徹底や、３台のエレベーターの利用
時間帯別の頻度により一部の稼動停止を行っている。事務用品等共同
購入サービスの割引制度を活用して経費の節減に努めている。

(155,635)

累計

430,100

(469,303)

415,284

(469,303)

14,816

(0)

内訳

(0)(85,611)

138,365

(73,504)

支出

評価結果

(86,526)

(159,115)

24年度

144,033

(68,027) (0)(81,922)(0)

収入

63,087

指定管理料 利用料金 利用料金 その他

0

利用料金 その他

25年度

139,468

23年度

６　収支状況

その他

(154,553)

収支計画（支出額）と比較して
Ａ：収支状況が良好である（収支差額のプラスが10％以上）。
Ｂ：概ね計画どおりの収支状況である（収支差額がプラスマイナス10％未満）。
Ｃ：計画と異なり、収支差額に10％以上20％未満のマイナスが生じている。
Ｄ：計画と異なり、収支差額に20％以上の大幅なマイナスが生じている。

(0)

138,175

(154,553)

5,858

(0)

3.6%

(155,635)

1,103

(0)

収支計画比

(159,115)

7,855

138,744

76,381

指定管理料 指定管理料 利用料金 その他

0238,344191,756

(0)(254,059)(215,244)(73,713)

081,77664,823

指定管理料

80,18763,846 0
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Ａ：協定等に定める水準を上回る（項目別評価でＡが２つ）
Ｂ：協定等に定める水準どおり　（項目別評価がＡとＢ、またはＢが２つ）
Ｃ：協定等に定める水準を下回る（項目別評価でＣが１つ以上）
Ｄ：協定等に定める水準を大幅に下回る（項目別評価でＤが１つ以上）
　※Ａ・Ｂ同数の場合は、Ｂとする。

Ａ

内容・評価理由

□開館時間の午前9時から午後10時まで、
管理運営に支障のない勤務体制(シフト)
を組んでいる。また労働情報コーナーに
は司書資格のある者を配置している。
□全職員を対象とした職場研修以外に、
業務に必要な研修は積極的に受講してい
る。女性や高齢者雇用も積極的に行って
いる。

□施設運営に必要な関係法令等について
勉強会を継続実施しており、法令違反や
個人情報漏洩等の事故は発生していな
い。
□物品やサービスの購入に当たり、グ
リーン購入に努めている。入居する県機
関・団体・委託業者で「環境配慮推進委
員会」を開催し環境配慮の実施に取り組
んでいる。
□障害者の雇用にも積極的に取り組んで
いる。障害者雇用率は法定雇用率を越え
る3.32%となっている。

Ｂ

確認項目

７　業務遂行能力

評価結果 評価区分

確認の視点

□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

□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
□障害者雇用の状況は適切か

コンプライアン
ス、社会貢献

人的な能力、執行
体制

項目別評価

Ｂ
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