
（ ）

～ ～

指定管理者制度による管理運営状況の総合評価

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。

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

神奈川県聴覚障害者福祉センター

社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会

障害福祉課

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

Ｂ

項目別評価

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、協定等に定める事業計画等に沿って着実に取り組まれており、良好と
認められることからＢ評価となった。
　また、指定管理者制度の導入における有効性については、利用者のニーズを踏まえた手話動画のストリーミ
ング配信の導入など、積極的な情報発信に努めた結果、施設利用者数が増加傾向を示していること、利用者満
足度も高い水準を保っていることなどから、有効に機能していると考えられる。
　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　サービス向上に向けた取組の実施状況

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・保守点検・警備等の維持管理
業務は、事業計画どおり実施されてい
ることを月例業務報告書等により確認
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

Ｂ

内容・評価理由

□聴覚障害に関する各種相談や、日常
生活に必要な情報の提供等の指定管理
業務は、聴覚障害者の社会的自立の促
進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。
□実績報告書等により、委託した業務
の適切な実施を確認している。

無有指定管理者制度による管理の有効性

Ｂ

□聴覚障害者の相談に携わるピアカウ
ンセラー等を対象とした研修会を開催
するなど、地域の人材育成支援に取り
組んでいる。また、地域行事に積極的
に参加したり、地域の依頼に応じて職
員を派遣し、事業紹介を行っている。

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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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

対基準値増減数
※下段は増減率

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

目標値

(前年度数値)

利用者数

％

△ 166 人 1,683

評価結果

23年度 24年度 25年度

人21,120 20,954

人1,213

106

人19,907

22,637 21,570人 人

評価結果

Ｂ

人

人

Ｂ

20,660

評価区分

21,120

３か年平均

％77.1

□手話動画のストリーミング配信や、「よくある質問」を掲載するな
ど、ホームページを随時リニューアルしており、アクセス数は年々増
加している（H23 26,703件、H24 28,198件、H25 32,059件）。
□自主事業として、聴覚障害者に係わる情報発信及び関係団体・地域
住民等との交流を目的とした「聴障センターまつり」を開催しており
（H25は台風により中止）、毎年約400人の集客がある。
□平成24年度は目標利用者数を下回ったが、平成25年度には厚生労働
省要約筆記者養成カリキュラムに準拠した要約筆記者養成講習会をス
タートさせ、講座数を大幅に増やした結果、利用者数も増加してお
り、利用促進に向けた適切な取組が行われている。

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 ％ 108 ％ 104.4

163 159

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

２　施設の利用状況

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

□受付窓口にアンケート及び回収箱を設置し、利用者の意見等が随時
受付可能な体制を整えている。さらに毎年２月には、施設の広報誌で
ある「聴覚障害者福祉センターだより」にアンケートを同封したり、
カウンターに配架するなどして意見集約に取組んでいる。ただし、回
収率は25年度が26.6％にとどまっており、さらなる回収率の向上の取
組が求められる。
□回答結果は、23年度には職員対応に関する不満の意見も見受けられ
たが、職員研修等を実施し改善に努めた結果、翌年度以降はこれらの
意見は大幅に減り、約９割から満足しているとの回答を得ている。

49.7 89.6 90.9

85

20,954

設定方法：

３か年平均

人

施設の利用状況についての評価

３　利用者満足度の状況

％

評価区分

「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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事故・不祥事等の
概要と対応状況

評価結果

４　苦情・要望等への対応

意見の内容

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

□ロビーにアンケートと回収箱を設置しているほか、利用者にも積極
的に声かけをして、意見の把握に努めている。
□把握した苦情・要望等を踏まえ、必要に応じて職員研修等を取り入
れながら、常にサービスの向上に向けて努力している。
□利用者からの苦情や意見等については、迅速に対応するとともに、
丁寧な説明を行っており、利用者の視点に立った対応がなされてい
る。

年月 事故・不祥事等の概要 対応状況

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。

□　休日・夜間等にも対応できるように事故等発生時の連絡体制を整
備するなど、事故・不祥事等防止等に積極的に取り組んでいる。
□　なお、平成23年度からの指定管理期間内において、事故・不祥事
は発生していない。

年月

Ｂ

評価結果

施設の管理に関す
る利用者からの主
な意見と対応状況

５　事故・不祥事等への対応

評価区分

対応状況

評価区分

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
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単位：千円

※(　)内は収支計画額。25年度は速報値

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。

Ｂ

内容・評価理由

□事業を実施する上で必要な、一定の経
験と能力を有する人材が適切に配置され
ている。
□年１回の職員研修会の開催のほか、各
種研修会への積極的な参加を推進してお
り、適切な管理運営ができるよう努めて
いる。

□コンプライアンスの強化に積極的に取
り組んでおり、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。
□グリーン購入の推進や両面コピーの徹
底など、環境に配慮した取組を行ってい
る。
□障害者の積極的な雇用に努めている。
（全職員21名中５名、うち聴覚障害者３
名）

Ｂ

確認項目

Ｂ

評価区分

収支差額

147,185

150,408

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

□使用料を徴収しない施設であり、指定管理費以外の収入はないが、
予算の範囲内での計画的な執行に努めている。
□日中時間帯の消灯や、執務エリア等の照明の間引きなどによる節
電、裏紙再利用の徹底によるコピー使用量の削減など、積極的に経費
節減に取り組んでいる。

(148,442)

累計

450,434

(450,434)

442,890

(450,434)

7,544

(0)

内訳
(150,408) (0)

145,488

(0)

支出

評価結果

(0)

(150,408)

24年度

151,584

(151,584)

(0)

利用料金 その他

151,584

利用料金 その他

25年度

148,442

23年度

６　収支状況

(151,584)

７　業務遂行能力

(0) (148,442) (0)

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)

150,217

(151,584)

1,367

(0)

1.7%

(148,442)

2,954

(0)

収支計画比

(150,408)

3,223

収入

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

指定管理料 利用料金 その他

450,434 0 0
(450,434) (0) (0)

0

指定管理料 利用料金 その他

150,408 0 0

指定管理料

0 0 148,442 0

指定管理料
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