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評価結果の総括 

 

指定管理者 

記述 

評価機関 

記述 

Ⅰ．地域及び地域

住民との連携 

・市民活動サポートセンターにおいて、

市民に対する相談機能や情報発信機

能の充実を図り、市民活動の支援とな

る人材育成講座を開催した。 

・おあしす運営協議会や図書館協議会

における市民の意見から課題を見出

し、サービス向上につなげた。 

 市民活動サポートセンターでは、市民

が自発的に活動するための施設や仕組

みの充実、支援がおこなわれており、

高く評価できる。 

 市と指定管理者と利用者代表が一体と

なって、施設の運営に向上する仕組み

ができている。 

Ⅱ．利用者サービス

の向上 

・モニタリングやアンケートで寄せら

れた利用者の意見を取り入れ、利用者

本位の施設となるよう努めた。 

・震災により休館や予約の取り消しが

増えた中、前年度と同等の利用実績と

なった。 

 アンケートも含め、利用者の利用実態

に関して日常的にモニタリングをして

おり、施設運営上の課題も的確に把握

している。 

 予算上の制約、施設立地の制約、震災

の影響など困難な条件の中で、創意工

夫をしている。将来的には、施設規模・

立地条件等で従来型のサービスの充実

には限界があるため、役所との協議の

場を活用して施設運営手法に言及して

いくことが期待される。 

Ⅲ．施設・設備の 

維持管理 

・公共施設として、適切な維持管理業

務の遂行と積極的な環境問題への取

り組みにより、安全・快適な利用空間

づくりを行った。 

 仕様書に基づいた維持管理により、当

該施設・設備の安全・安心が確保され

ている。ゴミの分別や清掃も行き届き、

快適に利用できる場となっている。 

Ⅳ．緊急時対応 

・災害時収容避難場所に指定されてい

ることを踏まえ、吉川松伏消防組合協

力のもと、実践的な研修を行った。 

・日常的に、安全な施設づくり、緊急

時に対応できる体制づくりを心掛け

ている。 

 「防犯管理マニュアル」等のマニュア

ル類や手順書を整備し、チェックリス

トにより施設・設備及び不審者等の点

検や監視活動を実施している。 

 職員に対しては、「防犯・防災・緊急

時対応研修」や年２回の「防災訓練」

により緊急時への対応を実効性のある

ものとしている。 

Ⅴ．組織運営及び

体制 

・定期的に研修を行い、公共施設にふ

さわしい体制づくりを行った。 

・収入の増加と経費の縮減を図り、震

災による休館や予約の取り消し等の

 「仕様書」に基づき、適正な職員体制

（配置）と開・閉館等を履行している。 

 職員の資質向上については、「職員研

修計画」に基づき、研修が実施され、



3 

 

影響はあったが、収入計画はほぼ達成

できた。 

受講者に対する効果測定により、研修

成果を実効性のあるものとしている。 

 研修内容の共有化は、レポート提出や

連絡ノートへ記載、コミュニティボー

ド活用等の取り組みを実施している。 

 個人情報保護の取り組みについては、

「プライバシーポリシー」を｢個人情報

保護規程｣に具体化させ、入退室管理な

どのセキュリティ対策を実施し、運用

について記録されている。 

 個人情報保護に関する利用者への周知

については、“図書館”“視聴覚ライ

ブラリー”ではプライバシーポリシー

の確認できなかった。個人情報の利用

目的や目的外使用についての考え方等

について、利用者に周知する仕組みを

構築することを推奨する。 

 経理業務については、適正に運用され

ているが、図書館経理における会計処

理に相互けん制の機能を持たせること

を推奨する。 

 組織運営全般については、四半期ごと

の活動を「業務自己評価表」によりセ

ルフモニタリングしていることは高く

評価できる。 

 経費節減の取り組みについては、具体

的な成果に結びついている。 

 職員体制は、個々の資質向上を前提と

して、スキルミックスによる各セクシ

ョンへのバックアップ体制、シフト支

援体制の仕組みがあり評価できる。 

Ⅵ．その他 

・市の拠点施設としての自覚のもと、

市の主催事業に積極的に協力した。 

・利用者の声を取り入れ、利便性やサ

ービスの向上のため、当初の計画にな

い業務の拡大や連携の強化を図った。 

 市主催事業への協力が、施設の利用促

進と連動した形で具体的に展開されて

いる。 

 地域課題の解決や地域の活性化の観点

から“市民活動サポートセンター”事

業の展開は高く評価できる取り組みで

ある。 
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Ⅰ．地域及び地域住民との連携 

 

（１） 地域及び地域住民との情報交換や発信 

 

＜市民交流センター＞ 

① 市民活動を支援しているか（人材育成講座の開催や、情報提供、相談窓口、市や各種団体との協力、連携

ができているか）？ 

※人材育成に関する講座の開催（年４回以上）、市民活動の促進を図るイベントの開催（年１回以上）、市民活

動に関する情報紙の発行（年２回以上）、吉川ＮＰＯ連絡会との意見交換（月１回以上）、市担当課との会合（月

１回程度）、など仕様書に基づき、市民活動サポートセンター業務を行っているかを確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜情報交換、施設の利用等に関する取組内容について記述して下さい。＞ 

・市民活動サポートセンターでは、10:00～17:00 の間、常時相談員を配置している。日常業務

としては、登録団体・個人の情報、市内外のイベントやボランティア活動に関する情報を、

情報誌・HP・案内板などを利用して、情報提供している。また、月に 1 回登録者に直接メ

ール・FAX にて直接情報配信し、コミュニケーションを図っている。 

・業務を進めていく上で市の意向を汲んだ運営となるよう、担当の市民参加推進課との定例会

を月に 1 回設け、市民の利用・登録状況の報告、運営に係る相談など、具体的に現場の現況

を話した。市民の手に情報が渡るよう、年 2 回情報誌「ひこばえ」、11 月から毎月「サポー

トセンターだより」を発行し、団体やイベントの紹介、近隣市の情報を掲載した。 

・また、市民活動支援の一環として、人材育成講座を年 4 回（8/28 第１回「コミュニティ形成

と市民活力」・10/23 第２回「どんどん決まる会議の秘訣」・12/25 第３回「アイディア飛び

出す！企画書の作り方」・2/26 第４回「おもわず手がでる！ちらしずくり」）開催した。初

年度ということもあり、導入～基礎をテーマに、初回は神奈川大学大竹教授を講師に迎え、

その後 3 回はさいたま NPO センター協力のもと、この分野に精通した講師を招いた。登録

団体には積極的に参加を呼びかけ、自身の活動に応用できる内容とした。 

・毎月第 3 土曜日に開かれる NPO 連絡会には必ず参加し、回を重ねるごとに少しずつ NPO

団体や市民とのつながりを構築していった。3 月に参加を予定していた NPO フォーラムが

震災のため中止になったが、NPO に関わる一員として、主催の立場と参加の立場とどちら

も経験することができた。 

・10/9 のおあしす祭りでは、市民に参画を呼びかけ、市民団体の発表や活動の場、市民同士の

交流の場を設けるとともに、施設の認知度の向上にもつながった。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると

感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 上記指定管理者の記述の通り、吉川ＮＰＯ連絡会、吉川市市民参加推進課、吉川市生涯学

習推進課等と随時打合せをおこない、協力体制の元に、定例会の開催、情報誌の発行、講

座・イベントの開催をしていることをヒアリングおよび情報誌『ひこばえ』『おあしす便り』、

チラシ等により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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＜図書館・視聴覚ライブラリー＞ 

① 市民に向けた読書推進活動を行っているか（ブックスタート、お話会、読み聞かせ、映画会など） 

※開催回数や対象年齢を確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜情報交換、施設の利用等に関する取組内容について記述して下さい。＞ 

別紙①、②をご参照ください。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると

感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 『吉川市立図書館だより』を確認し、開催数や参加人数が十分であることが確認できた。 

 コンサートや図書館見学等の多様なアプローチで、読書推進活動を市民に向けて行ってい

ることが確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

 

（２）おあしす運営協議会・図書館協議会 

 

＜市民交流センター＞ 

① おあしす運営協議会を開催しているか？ 

指定管理者 評価 開催している         開催していない 

評価機関 

評価 開催している         開催していない 

コメント 

＜開催内容について、又は開催していない場合は理由を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 ヒアリングにおいて、市民交流センター責任者および利用団体の代表委員

等からなる協議会を年 2 回開催していることを確認した。 

 会議記録は議事録をとり、ホームページで公表していることを確認した（平

成 23 年度については、吉川市ホームページを確認した）。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

② おあしす運営協議会からサービスに係る課題を抽出しているか？ 

指定管理者 
評価 課題を抽出している     課題を抽出していない 

特に課題がない 

評価機関 

評価 課題を抽出している     課題を抽出していない 

特に課題がない 

コメント 

＜課題抽出・整理内容について、又は抽出・整理出来ていない場合はその理

由を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 協議会では、施設の管理運営全般に関する意見を吸い上げ、アイデアを提

供しあっていることがヒアリングにより確認できた。 
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≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

③ おあしす運営協議会から抽出した課題への対応策を講じているか？ 

指定管理者 
評価 対応策を実施している   一部対応策を実施していない 

対応策を実施していない  非該当 

評価機関 

評価 対応策を実施している   一部対応策を実施していない 

対応策を実施していない  非該当 

コメント 

≪履行確認及び根拠≫ 

 課題があげられた場合、協議会で対応策について話し合われていることが、

ヒアリングにより確認できた。内容によっては、教育委員会に持ち上がる

こともある。 

≪課題と改善方向≫ 

 抽出した課題や、それに対しどのような対応策をとったか、統一した様式

で組織として記録する仕組みを構築すると、今後の運営や再び課題があが

った場合の参考や指標となる。 
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＜図書館＞ 

① 図書館協議会を開催しているか？       *別紙③をご参照ください。 

指定管理者 評価 開催している         開催していない 

評価機関 

評価 開催している         開催していない 

コメント 

＜開催内容について、又は開催していない場合はその理由を記述して下さい。

＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 図書館協議会議事録により、図書館運営責任者、ボランティア、小中学校

代表、有識者からなる会議を年 2 回開催していることを確認した。 

 会議記録は吉川市ホームページで公表していることを確認した。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし 

 

② 図書館協議会からサービスに係る課題を抽出しているか？       *別紙③をご参照ください。 

指定管理者 
評価 課題を抽出している     課題を抽出していない 

特に課題がない 

評価機関 

評価 課題を抽出している     課題を抽出していない 

特に課題がない 

コメント 

＜課題抽出・整理内容について、又は抽出・整理出来ていない場合はその理

由を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 協議会では、図書館の運営全般に関する意見を吸い上げ、今後の課題を提

案し合っていることがヒアリング、議事録で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

③ 図書館協議会から抽出した課題への対応策を講じているか？       *別紙③をご参照ください。 

指定管理者 
評価 対応策を実施している   一部対応策を実施していない 

対応策を実施していない  非該当 

評価機関 

評価 対応策を実施している   一部対応策を実施していない 

対応策を実施していない  非該当 

コメント 

＜具体的実施内容について、又は実施出来ていないものがある場合はその理

由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 課題があげられた場合、協議会で対応策について話し合われていることが、

議事録により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 抽出した課題や、それに対しどのような対応策をとったか、統一した様式

で組織として記録する仕組みを構築すると、今後の運営や再び課題が上が

った場合の参考や指標となる。 

 協議会時間内で解決できない課題については、期間や方法を具体的に提示

することでより実現性が高まる。 
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Ⅱ．利用者サービスの向上 

 

（１）利用促進（利用者拡大への広報等） 

 

①指定管理者は、利用者拡大のため、広報を充実させているか？ 

指定管理者 評価  している            していない 

評価機関 評価  している            していない 

 

広報・PR活動実績 

ホームページ更新回数 78回 

(＋ブログ更新回数:46回) 

アクセス件数 123,485件（22年度 10～3月分） 

（調べた月から起算して、 

1年分の記録しか残らないため） 

イベント等のチラシ、ポスター 37件 

ニュースレターの発行 21回 

 

②案内表示はわかりやすく、親しみやすいか 

指定管理者 評価  案内表示はわかりやすく親しみやすい     そうでない 

評価機関 評価  案内表示はわかりやすく親しみやすい     そうでない 

 

（２）利用者アンケート等の実施・対応 

 

①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年 1回以上実施しているか？ 

※アンケートは、市のアンケート様式を使って行うアンケート、または独自作成のアンケートなど。 

アンケートでなくても、利用者の声を幅広く聞くことがあれば、実施していると判断する。 

なお、自主事業に対するアンケートとは異なる。ただし、自主事業に対するアンケートの一部で施設全体のサ

ービスについても質問している場合は、実施していると判断する。 

指定管理者 評価  年１回以上実施している     実施していない 

評価機関 

評価  年１回以上実施している     実施していない 

内容  アンケート              その他 

コメント 

＜実施内容（時期、規模等）について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「利用者満足度（e-モニ）調査報告書」により確認した。 

 アンケートは委託によって実施し(2 週間、回答数 304)、利用実態と満足度、

不満などを調査している。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？ 

※利用者アンケート等で挙げられた意見や調査結果の分析から、今後改善すべき課題につき抽出しているか、ヒ

アリングにて聴取する。さらに、ヒアリング聴取した内容を裏付ける資料につき確認する。 

指定管理者 評価  抽出している           抽出していない 

評価機関 

評価  抽出している           抽出していない 

コメント 

＜確認資料名について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「利用者満足度（e-モニ）調査報告書」により確認した。 

 利用者アンケートの分析も行い、約 50 ページの報告書としてまとめ、関係

機関に配布している。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

③利用者アンケート等により明らかとなった課題に対して、対応策を講じているか？  

※具体的な業務改善に繋げているかにつき、ヒアリングにて聴取する。さらに、ヒアリング聴取した内容を裏付ける

資料につき確認する。 

指定管理者 
評価  対応策を実施している      対応策を実施出来ていない 

 特に課題・対応策が無い  

評価機関 

評価  対応策を実施している      対応策を実施出来ていない 

 特に課題・対応策が無い  

コメント 

＜確認手段（ヒアリング又は資料）及び具体的対応例について、又は実施でき

ていないものがある場合はその理由を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 アンケートの項目は、運営上の一般的なものが多く、概ね満足を得ている。

自由意見としての要望については、他の意見・苦情とともに処理している。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

④利用者アンケート等の結果を公表しているか？ 

※取りまとめた改善方法を、1 つ以上の媒体（館内掲示・広報誌・ホームページなど）で公表しているかどうかに

つき確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目に留まりやすい場所に掲示していることとする。 

指定管理者 評価  公表している             公表していない 

評価機関 

評価  公表している             公表していない 

コメント 

＜公表方法及び公表内容について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 利用者アンケートの結果として冊子にまとめ、公表している。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（３）意見・苦情の受付・対応 

 

①利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口（ご意見箱の設置、ホームページでの受付等）を設置している

か？ 

※利用者からの苦情や意見を受け付ける窓口を整備しているかどうか目視により確認する。 

指定管理者 評価  設置している             設置していないものがある 

評価機関 

評価  設置している             設置していないものがある 

コメント 

＜設置内容について記述し、設置していないものがある場合はその理由も記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 設置していることを目視により確認した。内容に関しては、玄関に設置し

ている掲示板（ご意見板）にその回答とともに掲載するなどの対応をとっ

ている。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②苦情解決の仕組みがあるか？ 

※利用者の苦情等に対する受付方法、対応手順、責任者や担当者等が決まっているかを確認する。 

指定管理者 評価  仕組みがある             特に仕組みが無い 

評価機関 評価  仕組みがある             特に仕組みが無い 

 

③利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか？ 

※利用者から寄せられた苦情等について、その内容を記録に残しているかを確認する。 

指定管理者 評価  記録している  記録していない  苦情等が寄せられていない 

評価機関 評価  記録している  記録していない  苦情等が寄せられていない 

 

④苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？ 

※記録を確認し、ヒアリングを行って確認する。 

指定管理者 評価 
  対応策を講じている           対応策を講じられていない 

  苦情等が寄せられていない 

評価機関 評価 
  対応策を講じている           対応策を講じられていない 

  苦情等が寄せられていない 
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（４）図書館資料（視聴覚資料を含む）の利活用 

＜図書館・視聴覚ライブラリー＞ 

 

① 図書館・視聴覚ライブラリー資料の利用に関して、どのような工夫を行っているか（書籍・視聴覚資料・書架の配

置、雑誌・新聞等の整理、テーマ別コーナーの設置など） 

 

指定 

管理者 

記述 

＜どのようなニーズ・施策を踏まえて何の取組を行っているのかを記述して下さい。＞ 

・別置のガイドブックの場所を関連資料とあわせて利用しやすいように地理の棚へ移動した。 

旧ガイドの棚に利用が多い小説を増やし利用増進が図れた。 

・サインや見出しを新たに作り変えて見やすく、探しやすくした。 

・参考図書である白書は最新版を除き貸出可にして利用の促進を図っている。 

・市民交流センターのホールで講演会などが行われる時や季節・イベントにあわせて展示コ

ーナーを設置し、利用者の興味をひきつける工夫をした。（担当者が毎朝新聞チェックし情

報収集に努めている） 

・4 館（室）に分散していた全集等を 1 箇所にまとめている。 

・資料の所蔵方法を変更した。返却された館（室）（所在館方式）から本来所蔵する館（室）

へ資料を移動している。（所蔵館方式）資料の在り処が確定し利用しやすくなる。この維持

のため、委託の配送便のほか図書館自ら配送を行っている。 

・新たにＤＶＤの貸出しを開始した。（指定管理導入前は館内視聴のみ） 

・雑誌を大幅に増やしジャンル別に配置をすることにより、ブラウジングコーナーの充実を

図った。 

・ヤングアダルトコーナーを整理し、新たに展示コーナーを設けた。また、対象雑誌も新規

に購入した。 

・比較的利用の多い視聴覚資料（ＤＶＤとＣＤの一部）は、本体をカウンター内で管理し、

盗難などを防ぐ管理をしている。 

・予約の際、希望者に対しては刊行順に資料を提供できるようにした。 

・児童コーナーに絵本のむかしばなし（日本・世界）を別置し、利用しやすい配置にした。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられ

る点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 上記の運営にあたっての工夫は、現地視察で確認した。 

 図書館（図書室を含む）、視聴覚ライブラリーともに、資料の配架は整理されており、また、

ところどころに著者やテーマの「札」が挿入されているので、資料が見つけやすくなるよ

うな工夫がされている。 

 図書館のレファレンスコーナーは、利用しやすく整理されている。 

 旭地区の図書室は、併設のスポーツ施設利用者が多いので、スポーツに関する雑誌や書籍

をそろえるというような工夫をしている。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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②図書・視聴覚資料の選択やレファレンスサービスに関して、質・量の向上に向けた取り組みを行っているか？ 

※選書の方法や利用者リクエストの反映、レファレンスデータベースの作成記録等で確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜取組内容について記述して下さい。＞ 

・図書購入費が 600 万円から 1,150 万円に増加した。雑誌も 30 誌から 102 誌にした。 

・指定管理導入前は限定された見計らい（週 50～100 冊）で資料を選定していたが、導入後

は出版物全体を網羅する「週刊新刊全点案内」（週平均 1400 冊）により幅広い選定をして

いる。同時にリクエストの選定（購入か相互貸借か）も実施。 

・新刊の発注は毎週行い 1 週間後に納品される。受入れの処理後数日で配架をしている。以

前は数週間かかった。 

・視聴覚資料の選定は年に 4～5 回、利用者の要求を加味しながら選定し、発注後およそ 1 ヶ

月で納品される。予算は 3.7 万円を 33.7 万円に増額した。 

･スタッフがレファレンスの研修に参加し、知識と技術の向上に努めている。 

･利用者用ＰＣにオンライン・データベースを導入し、無料で利用できるようにした。 

･２１年度までは無人のことが多かったレファレンスカウンターに、できるだけスタッフを 

 配置し、レファレンスを利用しやすいように配慮している。 

・資料の検索・選択やレファレンスサービス向上のため MARC を OPL からＴＲＣへ変更し

た。圧倒的に質量とも優れているＴＲＣ MARC の利用は、資料選択やリクエストの検索、

レファレンスの技術やスピードの向上に貢献している。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられ

る点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 中央図書館は、蔵書数（20 数万冊）の割に、各分野の専門書がバランスよく選書・配架さ

れている。（開館当初のコンセプトを維持して、専門書の充実を維持している。） 

 選書は書店の見計らいから、データベースによる発注に切り替えて、選書の範囲を拡充し

ている。 

 レファレンスデスクは、利用者は少ないが、できるだけ司書を配置して、気楽に相談でき

る雰囲気をつくっている。 

 駅前の図書室では、月に 1 回のお話し会を開催して多くの「子ども連れお母さん」を集め

ている。（近所のスーパーの駐車場に車をとめて参加する形態で、駐車場がない制約を克服

している） 

 視聴覚ライブラリーでは、有料でのインターネット接続のＰＣを用意し、好評である。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（５）図書館資料（視聴覚資料を含む）の貸出 

＜図書館・視聴覚ライブラリー＞ 

 

①迅速で､確実な図書館・視聴覚ライブラリー資料の貸出は行っているか（簡素な手続き、問い合わせへの対応、予

約やリクエストの処理、他の図書館との連携など）？ 

指定 

管理者 

記述 

＜どのようなニーズ・施策を踏まえて何の取組を行っているのかを記述して下さい。＞ 

・さまざまな点で的確でスピーディーな処理を心がけている。 

・小、中学校や学童保育室などの予約の依頼は、来館せずに電話・ファックスで受付をして

配送便で届けている。 

・個人利用者の問い合わせに対して、来館している場合はリクエスト用紙に記載して手続き

をとるが、電話の問い合わせに対しても、取り置きをして便宜を図っている（当日のみ）。 

・貸出の延長もインターネットはもちろん電話などによる依頼も受付けている。 

相互貸借中のものは借受館に連絡後、可能であれば延長する措置をとっている。 

・カウンターの混み具合を考慮しレファレンスカウンター以外でも相談は随時受付けている。 

・相互貸借の範囲を埼玉県内から全国に広げた。 

・7 月からのシステム変更に伴い貸出時に貸出レシートを利用者に渡し、利用者自身が貸出資

料の内容確認をできるようになった。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられ

る点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 学校との連携に力を入れており、各校月に 1 回の団体貸出を実施しているほか、小学校で

のブックトークを行っている。 

 図書館担当の教員とは年に 1 回の会合を持ち、連携をとっている。 

 子どもへの読み聞かせではボランティア団体との連携で、ブックスターとの組合せで、赤

ちゃんを対象に加える、という工夫を行っている。 

 駅前の図書室は、予約した本の受け取りが多いので、開館時間を 10−19 時から、11 時−20

時にできるかどうかを検討中。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②返却が確実に行われているか？ 

※貸出、返却督促等の記録で確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜取組内容について記述して下さい。＞ 

・返却ミスがないように全スタッフで心がけ、配架するときは複数回の返却確認を実施して 

いる。 

・貸出処理はパソコンの画面の冊数と実際の資料の点数を数え確認している。 

・日常業務として督促の電話をしている。3 ヶ月を超える長期延滞者には封書で連絡。 

  今後はメールによる督促も予定している。 

評価 

機関 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられ

る点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 
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コメント ≪履行確認及び根拠≫ 

 現地視察で確認した。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

 

 

（６）利用実績と施設の稼働率 

①市民交流センター 

 指定管理導入後 指定管理導入前年度 

部屋名 利用件数 利用者数 利用件数 利用者数 

ホール全体 171 15,052 114 11,920 

ホールフロアーのみ 649 14,124 661 16,519 

展示ギャラリー 58 5,113 32 1,008 

リハーサル室 820 3,668 755 2,604 

ミーティングル―ム１ 350 1,342 369 2,275 

ミーティングル―ム２ 325 1,137 305 369 

ミーティングル―ム３ 439 1,204 488 850 

ミーティングル―ム４ 311 6,896 PC2,383 3,026 

フィットネスルーム 1,339 19,389 1,456 19,997 

セミナールーム１ 734 7,320 737 9,507 

セミナールーム２ 572 5,107 492 4,278 

セミナールーム３ 606 12,284 662 13,635 

生活工房１ 405 5,077 381 6,260 

生活工房２ 351 3,140 178 1,413 

印刷室 446 878 442 885 

 

 

②図書館資料貸出等の実績            *別紙④⑤⑥をご参照ください。 

 指定管理導入後 指定管理導入前年度 

図書館利用登録者数   （全体） 53,804人 52,154人 

図書貸し出し冊数     （全体） 508,025冊 517,091冊 

住民一人当たり貸出数 （全体） 7.62冊 7.82冊 

リクエスト受付数     （全体） *       38,450冊 *       31,680冊 

予約受付数            *            －冊 *           －冊 

返却督促数 －件 －件 
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③視聴覚ライブラリー資料貸出等の実績  *別紙④⑤⑥をご参照ください。 

 指定管理導入後 指定管理導入前年度 

利用登録者数 －人 －人 

貸し出し数 69,578冊 69,398冊 

リクエスト受付数 *            －冊 *            －冊 

予約受付数 *            －冊 *            －冊 

返却督促数 －件 －件 

 

 

 

（7）職員の接遇 

 

指定 

管理者 

記述 

＜窓口･電話･施設内での分かりやすい説明や言葉づかい、身だしなみ等に関する取組内容につい

て記述して下さい。＞ 

・公共施設の指定管理者として、「ユニバーサルサービス 7 原則」を設定し、スタッフの目に

つくよう受付に掲示している。また、障がい者への配慮として、「耳マーク」を設置し、筆

談により対応ができるようにしている。 

・利用者の立場に立ち、初めて利用される方にもわかりやすいように丁寧に説明するように

心がけている。他のスタッフの利用者への対応の仕方を見て、気付いた点があればお互いに

指摘し、サービスの平準化と向上を目指している。 

・全スタッフが「サービスクルー・マニュアル」を携行し、マナー・心得から身だしなみ等

について確認ができるようにした。また、「セルフ・チェックシート」に毎月本人と所長が

「身だしなみ」「ルールの遵守」「マナー」「作業」「安全」「整理整頓」「コミュニケーション」

「労務管理」の項目から評価を付けることにより、自己を振り返り、次月の目標を立てたり、

前月の評価と比較できるようにして、スタッフのレベル向上を図った。 

・新人研修は 1 対 1 で行うようにし、総合的な接遇研修は全スタッフが受講するようにして

いる。 

評価 

機関 

コメント 

＜現地視察において職員と利用者のやりとりを観察した結果を記述して下さい。また、利用

者アンケート等からの職員の接遇に関する現状を確認し、その結果を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 接遇の質の向上のために、日常的に研修を行ったり、新人研修（1 対 1）など、ＯＪＴとの

組合せによって、効果を上げている。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（８）利用者サービスの向上全般（自主事業） 

※利用者の望む自主事業を適切に実施しているか、事業計画書に記載されている内容を実施しているか、

自主事業記録、参加人数、アンケート等で確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜自主事業について、指定管理者としてどのように分析をしていて、それに対して現状はどのように

対応しているのか、又今後どのように工夫していこうと考えているのかを記述して下さい。＞ 

 吉川市の拠点施設であることを踏まえ、自主事業を担当するオーエンスが管理する他施設

の参加状況を参考に、初年度は多様な世代・ニーズに対応する教室プログラムから一般的

にニーズの高い教室を選び、実施した。 

 当初、12 月以降の教室を計画していなかったが、参加状況も良好で、参加者からの継続要

望が強かったピラティスを追加して実施した。これにより、参加者の中で教室への参加が

定着し、23 年度のさらなる幅広い展開と参加率の向上を期待できることとなった。 

 毎回の市への自主事業報告とともに、参加者数の推移や利用傾向を、数字と参加者から分

析して記録に残し、参加者アンケートの声も踏まえて、今後の対策や次年度の自主事業計

画に役立てた。 

 また、ものづくり教室等の文化系教室や季節に合わせたイベントを開催し、運動に偏らな

い事業展開で、幅広い層に利用していただける施設づくりを目指した。 

評価 

機関 

コメント 

＜自主事業についての資料を確認し、指定管理者の分析内容が適切かどうかについて記述して下

さい。更に、参考意見として評価機関からの提案があればそれも記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 市民交流センターでは、図書館とホールとの一体利用によるプログラム（コンサートなど

を共同企画として）を企画・実施して好評である。 

 多目的ホールは体育館としての利用も多く、非常に効率よく運営されている。 

 ミーティングルームでは一月半前で、利用予約がないときは、民間事業者の展示販売事業

にも 5 倍の料金で貸し出すという工夫で、料金収入とともに、市民にも役に立つ利用を工

夫している。 

 一般的に利用の少ない調理室を隣接するセミナールームでの飲食を許可することによっ

て、簡易な結婚披露宴も含めて、利用の幅を広げて、稼働率をあげている。 

≪課題と改善方向≫ 

 楽器演奏やコーラスの練習に使えるリハーサル室は、利用率が高く、時間延長も考慮する

べきかもしれない。 

 リハーサル室、駅前視聴覚ライブラリーなど、当初に予定した利用形態とは別に、立地条

件、設備状況で利用方法を工夫することによる稼働率の向上が期待できる。 

 指定管理者として、日常的な市民の利用形態を的確に把握しているので、その利用実態を

分析することにより、当初の施設配置、利用形態を見直すことも必要になっていると考え

られる。 
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Ⅲ．施設・設備の維持管理 

 

（１） 仕様書等に基づく業務の遂行 

 

①仕様書等のとおり建物・設備の管理が行われているか？ 

※仕様書等に示された日常保守管理及び定期点検の実施状況の確認（記録の確認）。評価対象期間のうち任

意で 1カ月分を抽出し、記録が存在するかどうかを確認する。 

指定管理者 評価 
  仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  仕様書等のとおり管理されていない点がある 

評価機関 

評価 
  仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  仕様書等のとおり管理されていない点がある 

コメント 

＜仕様書等のとおりに管理されていない場合のみ、その内容と理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 自己検査チェック表および日常清掃報告書を確認した。 

 異常がある場合は、すぐに責任者に報告を挙げるとともに、申し送り事項

として連絡ノートに記載している。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②仕様書等のとおり清掃業務が実施されているか？ 

※仕様書等に示された日常清掃・整理整頓や、定期的な清掃（床掃除及び窓清掃）を実施しているかどうか記録

を確認する。  

日常清掃に関しては、チェックリストを用いて記録しているかを確認する（チェックリストでなくとも、実施記録が存

在すれば可）。 

指定管理者 評価 
  仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  仕様書等のとおり管理されていない点がある 

評価機関 

評価 
  仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  仕様書等のとおり管理されていない点がある 

コメント 

＜仕様書等のとおりに管理されていない場合のみ、その内容と理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 自己検査チェック表および日常清掃報告書を確認した。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（２）備品管理業務 

 

① 指定管理者の備品と区別した、吉川市の備品台帳があるか？ 

指定管理者 評価  ある                   ない 

評価機関 評価  ある                   ない 

 

② 吉川市の備品台帳に記された備品がすべて揃っているか？ 

指定管理者 評価  揃っている               揃っていない 

評価機関 

評価  揃っている               揃っていない 

コメント 

＜揃っていない場合のみ、その内容と理由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 当該施設の備品類については、備品リスト一覧表によって管理されている。 

 備品リストから 5 点を無作為に抽出し、検品（台帳と現品の照合）を行っ

た結果、現物に備品番号が貼付され、明確に識別できるよう管理されてい

た。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

③ 利用者が直接使う施設の備品に安全性に関わる損傷等がないか？ 

指定管理者 評価  安全性に関わる損傷等がない    安全性に関わる損傷等がある 

評価機関 

評価  安全性に関わる損傷等がない    安全性に関わる損傷等がある 

コメント 

＜損傷等がある場合にのみ、その内容について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 安全性に関わる損傷等はみられない。 
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（３）施設環境管理業務 

 

①ゴミ処理等における衛生管理が適切に行われているか？ 

指定管理者 評価  適切に管理されている      適切に管理されていない点がある 

評価機関 

評価  適切に管理されている      適切に管理されていない点がある 

コメント 

＜適切に管理されていない点がある場合にのみ、その内容について記述して下さ

い。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 当該施設内に設置しているゴミ容器はよく清掃され、整理整頓が施されて

いることを目視で確認した。 

 

② エコオフィス吉川に則った環境に配慮した取り組みを行っているか？ 

（グリーン購入の実施、廃棄物の減量への取り組み、水道使用料の削減に取り組んでいる） 

指定管理者 評価  取り組んでいる            取り組んでいない 

評価機関 

評価  取り組んでいる            取り組んでいない 

コメント 

＜取り組んでいる場合には、その内容について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 市の分別ルールに従い、容器類が分別で設置されていることを目視で確認

した。 

 グリーン購入はおこなっていない。 

 

（４）施設・設備の維持管理全般 

 

①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？ 

（施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮について） 

指定 

管理者 

記述 

＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組について記述して下さい。＞ 

・毎日、清掃スタッフにより朝は洗浄機による床清掃等、営業中は巡回清掃を行い、館内及

び施設周辺の美観・景観を保つよう取り組んでいる。また、受付スタッフが見回りに出た際

にも、ゴミ拾いや掃き掃除をする等、スタッフが協力して、快適な利用空間の提供を心掛け

ている。 

・施設・設備・備品等の損傷や故障を確認した際には、できる範囲でスタッフや設備業務を

担当するオーエンスさいたま支店の担当者により、修理している。専門的な修繕を要する場

合には、メーカーや業者に連絡して対応している。 

・トイレットペーパーの補充や施設内の電球交換等、利用者からの指摘で気付いたり放置す

ることがないよう見回り動線やチェック項目を設けて、スタッフが発見して早急に対応でき

るようにしている。 

・（社）吉川市シルバー人材センターに除草作業や水やりを依頼し、植栽の管理を行っている。 

評価 

機関 

コメント 

＜現地視察結果を記述して下さい。また利用者アンケート等から施設の清潔さ・使いやすさ

に関する現状を確認し、その結果を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷はみられない。清掃状況はき

わめて良好で、アンケートにおいても、施設の清潔度に関する苦情はほとんど見当たらな

い。 
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Ⅳ．緊急時対応 

 

（１）緊急時対応の仕組み整備 

 

①緊急時マニュアルを作成しているか？ 

※緊急時に対応の手順が確認できるものがあれば作成しているとする。 

指定管理者 評価  作成している             作成していない 

評価機関 評価  作成している             作成していない 

 
 

（２）防犯業務 

 

①仕様書等のとおり防犯業務が実施されているか？ 

指定管理者 

評価   仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  一部、仕様書等のとおり管理されていない点がある 

  評価対象外施設 

評価機関 

評価   仕様書等のとおり、又は仕様書等を上回って適切に管理されている 

  一部、仕様書等のとおり管理されていない点がある 

  評価対象外施設 

内容  機械警備    その他（具体的に：                      ） 

コメント 

＜仕様書等のとおりに管理されていない場合のみ、その内容と理由について

記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 仕様書等で規定されている防犯業務については、「防犯管理マニュアル」に

具体化され、後述の各種チェックシートにより運用が行われていることが

確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②鍵が適切に管理されているか？ 

※鍵の管理者・管理方法が明確になっており、適切に保管されているかどうかを確認する。 

指定管理者 評価  適切に管理されている      適切に管理されていない点がある 

評価機関 

評価  適切に管理されている      適切に管理されていない点がある 

コメント 

＜適切に管理されていない点がある場合のみ、その内容と理由について記述

して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「鍵管理マニュアル」に基づき適切に管理されていることが確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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③日常、定期的に館内外の巡回を行い、事故や犯罪を未然に防止するように努めているか？ 

※不審者・不審物の有無、利用していない各室等の施錠・消灯・異常の有無の確認のための館内定期巡回など

が定期的に行われていることを、記録により確認する。 

指定管理者 評価 定期的に行われ、記録されている  定期的に行われている記録が無い 

評価機関 評価 定期的に行われ、記録されている  定期的に行われている記録が無い 

 

 

（３）事故防止業務 

 

①事故防止のチェックリストやマニュアル類を用い、施設・設備等の安全性やサービス内容等をチェックしている

か？ 

※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。 

指定管理者 評価 チェックしている  一部チェックに不備がある  チェック出来ていない 

評価機関 

評価 チェックしている  一部チェックに不備がある  チェック出来ていない 

コメント 

＜不備がある場合又はチェック出来ていない場合のみ、その内容と理由につい

て記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「おあしす運営マニュアル」に基づき、各種チェックシートにより施設・

設備等の安全性やサービス内容等をチェックしていることが、運用記録、

ヒアリング等により確認できた。（「開館・閉館チェックリスト」、「おあし

す最終確認チェックシート」、「ＡＥＤ日常点検チェックシート」その他） 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②事故防止策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず） 

※事故防止策について全ての職員に対して研修を行っているかを議事録等により確認する。スタッフミーティング

の中で、事故防止策をテーマとして職員同士で勉強会などを行っている例も該当する。 

指定管理者 評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

評価機関 

評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

コメント 

＜一部の職員に、又は研修を実施していない場合にのみ、その理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 平成２２年度については、「防犯・防災・緊急時対応研修」が９月１５日の

防災訓練時、及び３月５日の消防訓練時にそれぞれ実施されたことが「事

業報告書」、「研修報告書」、ヒアリング等により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（４）事故対応業務 

 

①事故対応策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず） 

※体調急変時の対応、ＡＥＤ対応などの事故対応訓練を行っているかを議事録等により確認する。スタッフミーテ

ィングの中で、事故対応をテーマとして職員同士で勉強会などを行っている例も該当する。 

指定管理者 評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

評価機関 

評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

コメント 

＜研修の内容（対象者、テーマ）について記述して下さい。なお一部の職員に、

又は研修を実施出来ていない場合はその理由についても記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 前述の事故防止に係る研修と同様に、平成２２年度については、「防犯・防

災・緊急時対応研修」が９月１５日の防災訓練時、及び３月５日の消防訓

練時にそれぞれ実施されたことを「事業報告書」、「研修報告書」、ヒアリン

グ等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②事故発生時の連絡体制を確保しているか？ 

※連絡網や連絡先が事務室内に掲示され（もしくは各職員に配布され）、だれもが迅速に連絡できるようになって

いるかどうかを確認する。 

指定管理者 評価  体制を確保している          体制が確保できていない 

評価機関 評価  体制を確保している          体制が確保できていない 

 

 

（５）防災業務 

 

①指定管理者災害時対応マニュアルを作成しているか？ 

※吉川市防災計画に位置づけが無い施設である場合は、評価対象外施設とする。 

指定管理者 評価  作成している     作成していない    評価対象外施設 

評価機関 評価  作成している     作成していない    評価対象外施設 

  

②消防計画に基づき、避難訓練を実施しているか？ 

※訓練の実施記録により確認する。 

指定管理者 評価  実施している             実施していない 

評価機関 評価  実施している             実施していない 

 

 



23 

 

（６）緊急時対応全般（その他工夫している点など） 

 

指定 

管理者 

記述 

＜防犯・事故・防災等の緊急時に対応するために工夫している点などを記述して下さい。＞ 

・市民交流センターは災害時収容避難場所に指定されているため、マニュアルの整備や研修

のほか、避難訓練や 3 月には吉川松伏消防組合との合同訓練を行い、実践的な模擬訓練で万

全な体制を構築した。 

・お手洗い等に設置してある非常呼出が鳴った場合は、スタッフ複数名にて現場へ急行する

体制としている。 

・防犯の取組みとして、不審者には声を掛け、連絡ノートでの申し送りで情報を共有するよ

うにしている。 

・揺れを感じたら、エレベーターを停止し、多目的トイレを確認、施設内外の被害状況を確

認し、所長・館長へ報告する体制としている。 

・巡回時の確認項目に重点的に注意して見回り、その場で危険に感じた箇所や出来事につい

ては「サービスクルー・マニュアル」の「ヒヤリ・ハットの記録」に記入するようにしてい

る。 

・施設入口に手指消毒薬を設置し、多くの利用者が出入りする施設として、インフルエンザ

等の感染防止に取り組んでいる。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると

感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 指定管理者記載の通り、防犯・事故・防災等の緊急時に対応すべく「おあしす運営マニュ

アル」、「防犯管理マニュアル」、「緊急時対応マニュアル」、「地震発生時点検マニュアル」

等が整備され運用されている。 

 指定管理者記載の通り、平成２２年度については、９月１５日に防災訓練が行われ、更に

３月５日に吉川松伏消防組合との合同消防訓練を行うなど、訓練を実効性のあるものとし

ていることが「自衛消防訓練実施結果表」及びヒアリング等により確認できた。 

 緊急時の連絡体制については、「おあしす職員緊急連絡網」、「緊急連絡先機関一覧表」が整

備され、掲示等により職員に周知していることが、目視等により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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Ⅴ．組織運営及び体制 

 

（１）業務の体制 

 

①仕様書等で定めた職員体制を実際にとっているか？ 

※訪問調査当日の職員の出勤状況と訪問日以外の出勤簿等の両方で確認する。なお、必要な職員体制がとれ

ていないことについて、吉川市と調整できている場合は可とする。 

指定管理者 評価 
 仕様書等の職員体制が取れている 

 仕様書等の職員体制が取れていない 

評価機関 

評価 
 仕様書等の職員体制が取れている 

 仕様書等の職員体制が取れていない 

コメント 

＜仕様書等の職員体制が取れていない場合のみ、その状況と理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 仕様書等で定めた職員体制を実際にとっていることが、「職員体制図」、「勤

務シフト表」、「業務日誌」、ヒアリング等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②仕様書等のとおりに開館しているか？ 

※記録により確認する。業務日誌等に記載している開館時間・閉館時間を確認すること。なお、基本時間外の開

館を吉川市に提案している場合は、そのとおり実行されているかどうかについても漏らさず確認する。  

※指定管理者の責に拠らない場合の休館に関しては、評価対象としない。 

指定管理者 評価 
 仕様書等のとおり開館されている 

 仕様書等のとおりには開館されていない 

評価機関 

評価 
 仕様書等のとおり開館されている 

 仕様書等のとおりには開館されていない 

コメント 

＜仕様書等とおりには開館されていない場合のみ、その内容と理由について

記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 仕様書等で規定する開館時間・閉館時間について遵守されていることが、

「業務日誌」、館内掲示、ヒアリング等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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（２）職員の資質向上を図るための取組 

 

①職員の研修計画を作成しているか？（常勤・非常勤職員に関わらず） 

※各業務の必要性に応じた研修計画（施設自身で実施する研修、外部研修、仕事を通じた研修等）を作成して

いるか。 

指定管理者 評価 作成しており不備が無い 作成しているが不備がある 作成していない 

評価機関 

評価 作成しており不備が無い 作成しているが不備がある 作成していない 

コメント 

＜不備がある･作成していない場合のみ、内容と理由を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 ⅰ)研修対象者（職種・経験年数等）、ⅱ）実施目的、ⅲ）実施時期、ⅳ）

研修内容が明記された「職員研修計画書」が作成されていることが、同計

画書により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

②職員に研修が行われているか？（常勤・非常勤職員に関わらず） 

※全ての職員に対して研修を行っているかを議事録等により確認する。 

指定管理者 評価 
  全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

評価機関 

評価 
  全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

コメント 

＜一部の職員に、又は研修を実施していない場合にのみ、その理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 下記、指定管理者記載の職員研修が実施されていることが、「事業報告書」、

「職員研修報告書」、ヒアリング等により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

研修名 回数／年 参加人数（参加職員の割合を％で） 

指定管理者講習 2回／年 100％ 

人権啓発研修 2回／年 100％ 

ＣＳ（顧客満足度）について 2回／年 100％ 

防犯・防災・緊急時対応 2回／年 100％ 

個人情報保護及び情報公開について 3回／年 100％ 

コンプライアンス（法令遵守）について 2回／年 100％ 

環境への配慮 2回／年 100％ 

受付実務研修（接遇研修） 12回／年（随時） 100％ 

清掃実務研修 随時（4月・清掃点検時等） 100％ 

類似施設見学 １回／年 100％ 
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③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？ 

※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っているな

ど、意欲のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。 

指定 

管理者 

記述 

＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組について記述して下さい。＞ 

・市民交流センター・市立図書館ともに、研修費用を一部または全部を会社が負担し、防火

管理者等必要な資格は特に受講を奨励している。研修の受講時間は一部または全部を勤務時

間として認知している。 

・研修について朝礼で伝達後、連絡ノートや掲示板で周知している。研修は原則全員参加と

し、受講できなかったスタッフには、研修内容を共有するようにしている。 

・埼玉県男女共同参画推進センター「With You さいたま」や埼玉県市民活動サポートセンタ

ー事例研究会等には、市民参加推進課とともに、所長やサポートセンター担当者が積極的に

参加し、有識者の講演内容や近隣市の事例等を本施設においても参考にしている。 

評価 

機関 

コメント 

＜何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると

感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 指定管理者記載の通り、職員研修計画に基づかない自己申請による研修においても、勤務

時間の一部としてカウントされ、また、研修費用の一部を補助するなど、積極的に研修受

講を奨励していることがヒアリングで確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

④各職員が研修計画に沿って受講した研修の後、研修内容が共有されているか？ 

※各職員が研修で得た知識や情報等につき、職員間で回覧や会議で報告する等の情報共有ができているかを

確認する。 

指定管理者 評価  情報共有されている         情報共有されていない 

評価機関 

評価  情報共有されている         情報共有されていない 

コメント 

＜情報共有の方法、又は情報共有されていない理由について記述して下さい。

＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 受講時のレポートや連絡ノートでの回覧、コミュニティボードの活用など

により、各職員が研修で得た知識や情報が共有されていることが、運用記

録、ヒアリング等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等が作成されているか？ 

※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。 

指定管理者 評価  作成している             作成していない 

評価機関 評価  作成している             作成していない 
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⑥そのマニュアル等は活用されているか？ 

※実際に活用されているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用意されてい

るだけでは該当しない）。 

指定管理者 評価  活用されている            活用されていない 

評価機関 評価  活用されている            活用されていない 
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（３）個人情報保護・守秘義務 

 

①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等が整備されているか？ 

※個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意事項を記載したマニュアル等を整備しているかを確認する。 

指定管理者 評価  整備している            整備していない 

評価機関 評価  整備している            整備していない 

 

②個人情報の取扱いに関する管理責任者が明確化されているか？ 

※管理責任者が明確化され、全職員に周知されているかを確認する。（職員へ質問する） 

指定管理者 評価  明確化している             明確化されていない 

評価機関 評価  明確化している             明確化されていない 

 

③個人情報の取扱いについて、職員に対する研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず） 

※全ての職員に対して、研修時の資料、出席者名簿等により実際に研修を行っていたかどうか確認する。 

指定管理者 評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

評価機関 

評価 
 全ての職員に実施している    一部の職員に実施していない 

  研修を実施していない 

コメント 

＜一部の職員に、又は研修を実施していない場合にのみ、その理由について記

述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 平成２２年度は、４月、１月、２月に「個人情報保護及び情報公開研修」

を実施していることが、「事業報告書」、「職員研修報告書」、ヒアリング等

で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

④個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？ 

※収集した個人情報の使用目的が明確に説明できるかヒアリングにより確認する。 

指定管理者 評価  適切に収集している    適切に収集出来ていない点がある 

評価機関 

評価  適切に収集している    適切に収集出来ていない点がある 

コメント 

＜適切に収集できていない点がある場合、内容と理由について記述して下さ

い。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「個人情報管理規程」に基づき、必要な範囲内で適切な手段で個人情報を

収集していることが、運用記録、ヒアリング等で確認できた。 

 「使用目的」についての利用者への周知については確認できなかった。 

≪課題と改善方向≫ 

 例えば、利用者に対し「ご提供戴く個人情報の取り扱いについて」（仮称）

などにより、取得する個人情報の内容や利用目的について明示し、掲示や

印刷物により周知することを奨励する。 
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⑤個人情報を収集した際には、目的以外に使用していないか？ 

※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことを明記しているかを確認する。 

指定管理者 評価  目的以外に使用していない    目的以外に使用している 

評価機関 

評価  目的以外に使用していない    目的以外に使用している 

コメント 

＜目的以外に使用している場合、内容と理由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 「個人情報管理規程」により、目的外に使用しないことが明記されている。

しかし、「目的外使用をしない」ことについての利用者への周知については

確認できなかった。 

≪課題と改善方向≫ 

 例えば、利用者に対し「ご提供戴く個人情報の取り扱いについて」（仮称）

などにより、取得する個人情報の内容や利用目的などとともに、目的外に

は使用しないことについて明示し、掲示や印刷物により周知することを奨

励する。また、合わせて、開示請求の方法や開示までのプロセスについて

も利用者に周知することを奨励する。 
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（４）経理業務 

 

①適切な経理書類が作成されているか？ 

※出納帳などの帳簿が作成されているか、伝票等は整理のうえ、一箇所にまとめて保管されているかについて確

認する。また、その際、指定管理者自らが負担する各種経費が、指定管理料、利用料金、自主事業における実

費収入等明確に区分されているかどうかを確認する。 

指定管理者 評価 
 適切に作成されている     一部、適切ではない書類がある 

  適切に作成されていない 

評価機関 

評価 
 適切に作成されている     一部、適切ではない書類がある 

  適切に作成されていない 

コメント 

＜一部、又は適切に作成されていない場合、その内容と理由について記述して

下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 適切に経理業務が実施されていることについて、各種経理書類により確認

できた。また、図書館の経理業務において、経理責任者である館長が伝票

処置等の出納業務を実施しているとのことであった。 

≪課題と改善方向≫ 

 経理責任者である館長と出納担当者を分離し、相互けん制の機能を持たせ

ることを推奨する。 

 

②当該施設に係る経理と団体のその他の経理が明確に区分されているか？  

指定管理者 評価  区分されている           区分されていない 

評価機関 

評価  区分されている           区分されていない 

コメント 

＜区分されていない場合、その理由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 指定管理業務における経理とその他の経理が明確に区分されていること

が、各種経理書類により確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

③ 収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？ 

※当日、ランダムで全費目から 3 項目をピックアップし、伝票の存在を確認する。  

なお、法人等の本部などで管理されている場合でも、コピー等により必ず伝票を確認すること。 

指定管理者 評価  存在する            存在しない 

評価機関 

評価  存在する            存在しない 

コメント 

＜存在しない場合、その内容と理由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 収支決算書における費目からランダムに３項目をピックアップし、伝票と

照合したが、齟齬はなかった。 

≪課題と改善方向≫ 

・特になし。 
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④ 通帳や印鑑などが適切に管理されているか？  

※通帳と印鑑の保管場所は分かれているか。 なお、法人等の本部などで管理されている場合、通帳の写し等で

確認すること。小口現金のみの管理の場合、その通帳と印鑑を、法人本部等の通帳の該当部分とともに確認する。

また、通帳が印鑑管理でなくカード管理の場合も、カード管理がなされているかを確認する。 

指定管理者 評価  適切に管理されている        適切に管理されていない 

評価機関 

評価  適切に管理されている        適切に管理されていない 

コメント 

＜適切に管理されていない場合、その内容と理由について記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 通帳や印鑑などが適切に管理されていることが、ヒアリングで確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

⑤収支状況 

指定 

管理者 

記述 

＜①予算と決算に大幅な相違がないか。ある場合にはその理由を書いてください。＞ 

・収入と光熱水費については、東日本大震災による休館や計画停電等が影響していると考え

られる。 

・施設備品維持管理業務において、前年度の実績に基づき予算を組んだが、再委託に係る契

約金額を一部縮減することができたため、予算と決算に差異が生じたと考えられる。 

 

＜②経費節減に向けての取組について記述して下さい。＞ 

・利用者の理解・協力のもと、積極的に節電・省エネに取り組み、また東日本大震災による

休館や計画停電等の影響で、光熱水費の削減（特に電気料）となった。 

・施設備品維持管理業務において、業者へ発注している業務に関しては再度金額交渉を試み、

契約金額の減額に成功したため、経費の縮減を図ることができた。 

・小破修繕でスタッフや維持管理担当者が対応できるものは、指定管理者にて対応し、経費

の縮減につなげた。 

・大量に印刷する資料に関しては、極力白黒印刷とし、インク代やコピー機に係る費用の節

減につなげた。 

 

＜③事業計画書で提示した利用料金収入の目標はどのくらい達成できているか。＞ 

※利用料金収入￥10,094,695／目標値￥10,760,000×100（％）＝93.8％ 

・3/11 に発生した東日本大震災の影響により、3/14 17 時から施設の安全が確認できるまで

休館となったことが、収入目標に届かなかった要因の 1 つと考えられる。市民交流センター

は 3/23、図書館は 3/24 から開館したが、計画停電等の条件付きの利用となったため、予約

の取り消しに対しては無条件に利用料金の還付を行い、利用者の混乱を避け、柔軟な対応を

行った。 

・また、3/11～31 の間において予約が取り消しとなり、還付した件数は 114 件￥317,390 で

ある。 
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（５）組織運営及び体制全般 

 

指定 

管理者 

記述                                                                 

＜①職員の資質向上、情報共有のための取組について記述して下さい。＞ 

1.共通 

・研修はシフトに組み込み、可能な限り全員が受講できるような体制を組んだ。 

・四半期に 1 回、セルフモニタリングを実施し、各社担当者が確認することにより、それぞ

れスタッフが自己を見直し改善するとともに、内部監査として体制やサービス内容の確認

にもつながった。 

2.市民交流センター 

・連絡ノートや日報等を全員に回覧することにより、情報の共有とスタッフの意識統一を図

った。 

・全員が同じ研修を受講することにより、サービスの平準化や向上を図った。 

3.図書館 

・スタッフの業務は固定させず、1 人 1 人の能力が発揮・開花できる体制としている。 

・グループウェアを導入し、スタッフに統一感を持たせている。 

・会社と全国 280 館が情報を共有できる体制を構築している。 

・毎日の朝会を実施し、連絡ノートへの記載、コミュニケーションボードの掲示、電話・メ

ール等日常的な連絡により、施設間（4 館）やスタッフ間の情報共有、意識の統一を図って

いる。 

 

＜②経費節減に向けての取組について記述して下さい。＞ 

・小破修繕に関しては極力スタッフや維持管理担当者により対応し、専門的な修繕が必要な

場合は、業者へ発注することとした。 

・利用者の理解・協力のもと、積極的に節電・省エネに取り組み、また東日本大震災による

休館や計画停電等の影響で、光熱水費の削減（特に電気料）となった。 

・再委託業務の契約や備品購入時には、複数業者より見積もりを取り、精査して発注するよ

うにしている。 

・大量に印刷する資料に関しては、極力白黒印刷や両面印刷を心がけ、インク代やコピー機

に係る費用の節減につなげた。 

・残業が発生しないように、効率的にシフトを組み、また業務の分散化を図った。 

 

＜③その他組織運営及び体制についての取組があれば記述して下さい。＞ 

1.市民交流センター 

・防犯上、17～21 時（夜間）におけるシフトは、男性 1 名・女性 2 名以上で就業する体制と

している。 

・事務所内スタッフと清掃スタッフが PHS を共有し、常時連絡が取れる体制のもと、業務を

実施している。 

・各清掃スタッフが日常清掃報告書を所長や主任等に提出して、異なる業務の内容や履行状
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況も把握できる体制としている。 

・受付・サポートセンター担当者が、相互に配置に入り、バックアップやシフトフォローが

できるようにスキルミックスを図っている。 

2.図書館 

・会社の掲げる<スタッフの行動目標>①明るく、元気でいよう ②高いホスピタリティーを発

揮しよう③幅広い知識と高度な専門性を身につけように加え、「仕事は楽しくしよう」とい

う運営を心がけている。対利用者だけでなく組織内でのあいさつ、声かけを励行し風通しの

よい自由に意見が言える雰囲気をつくることで、引継ぎ不足によるミスや業務の停滞を防

ぎ、人間関係の悪化による退職者がでないよう努力している。（実際、配偶者の転勤に伴う

退職を除き、退職者はいない） 

・チームワークの取れたメンバーが、一人一人業務の内容を深め、幅を広げることで、利用

者サービスの質の向上を図っている。 

・半数以上が市内在住者であり、地域情報に精通したスタッフが業務に役立っている。 
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評価 

機関 

コメント 

＜①職員の資質向上、情報共有の取組について、何によって上記の内容が確認できたのか（資

料又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられる点または不足していると感じられる

点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 指定管理者記述の通り、職員の資質向上と研修制度が有機的に連動し、効果測定などによ

り、研修の実効性を高めていることが推察され、高く評価できる。 

 「業務自己評価（表）」によるセルフモニタリングは、四半期に１回実施されており、四半

期計画に基づく実行の進捗管理の仕組みとして有効であり、高く評価できる。しかし、「業

務自己評価（表）」によるセルフモニタリングの仕組みにおいて、５段階評価の評価基準や

自己評価に基づく改善プロセスの全体像が確認できなかった。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

＜②経費節減に向けての取組について、何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現

地視察）を記述の上、評価出来ると感じられる点または不足していると感じられる点を記述

して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

 指定管理者記述の内容については、各種運用記録やヒアリング等で確認できた。また、平

成２２年度決算書により、予算比における経費削減の実態を確認できた。特に、光熱水費

の節減については以下の通りの節減実績となっている。 

・電気代 予算：16,220,000円 決算：14,832,232円 

・ガス代 予算：165,000円 決算：128,905円 

・水道（上下水）：3,096,000円 決算：2,172,544円 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

＜③その他の取組について、何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を

記述の上、評価出来ると感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。

＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

１．市民交流センター 

 指定管理者記述の夜間のシフト体制について、「職員シフト表」により確認できた。 

 指定管理者記述の清掃業務との連携体制及び履行確認については、ヒアリング、運用記録

等により確認できた。 

 指定管理者記述のバックアップ体制に基づくスキルミックスについては、「職員シフト表」、

ヒアリング等により確認できた。 

２．図書館 

 指定管理者記述の運営方針や職員に対する処遇及び資質向上については、現地施設時の説

明や目視及びヒアリング、運用記録等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 
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Ⅵ．その他 

 

指定 

管理者 

記述 

＜①市の施策としての事業協力の取組について記述して下さい。＞ 

1.市民交流センター 

・市主催のイベントに、駐車場対応や清掃・警備体制の強化、早朝開錠等の人的協力と、公

用の優先予約により、すでに他の予約が入っていた場合の利用者への説明を行う等、積極的

に協力した。（4/4 なまずの里マラソン大会、6/14・19・25 パブリックビューイング、選挙

投票会場としての確保、11/21 第 15 回市民まつり、さつき展、菊花展、吉川マルシェ（朝

市）） 

2.図書館 

・展示  平和関連、男女共同参画（人権）、サッカーワールドカップ、食育等の事業に協力し

た。 

・市のマスコットキャラクター  バッジを着用し、図書館だより等への掲載も行った。 

・市の HP（市からのお知らせ、イベントカレンダー）からピックアップし印刷して、積極的

に掲示した。 

・吉川市史の展示や関連書籍の案内を行った。 

 

＜②その他特記事項（Ⅰ～Ⅵ①以外の指定管理者応募時の提案事項、その他アピールポイン

ト）があれば記述して下さい。＞ 

1.市民交流センター 

・市民活動サポートセンター事業の充実、利用者増に伴い業務を拡大した。 

・男女共同参画推進事業として、ポスター等の掲示やチラシ等の配布物を常設し、自主事業

においても対象を限定しない、だれでも参加できる事業とした。 

・おあしす祭りにおいては、市民参画のもと開催し、地域・市民との強いつながりと信頼関

係が構築できた。 

2.図書館 

・多くの自主事業を実施し新たな図書館利用者を開拓した。 

・視聴覚ライブラリー、旭地区センター図書室での事業実施（おはなし会、マジック&切り絵

教室、合唱会等。21年度は実施なし） 

・学校との連携を強化した。（小学校 3年生に 2時間かけ図書館の案内、貸出し、おはなし会

を実施。「図書館探検隊」の実施。ブックトーク 4校から 5校へ増加） 

・中央公民館図書室に直通の電話を設置し、利用者サービスの向上を図った。 
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評価 

機関 

コメント 

＜①市の施策としての事業協力の取組について、何によって上記の内容が確認できたのか（資料

又は現地視察）を記述の上、評価出来ると感じられる点または不足していると感じられる点

を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

１．市民交流センター 

 指定管理者記述の市主催イベントへの事業協力については、運用記録、目視（「菊花展」）、

ヒアリング等により確認できた。 

２．図書館 

 指定管理者記述の各種事業への協力、マスコットキャラクターの普及活動、市史の展示等

について、現地視察での説明、目視、運用記録、ヒアリング等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

＜②その他特記事項（Ⅰ～Ⅵ①以外の指定管理者応募時の提案事項、その他アピールポイント）に

ついて何によって上記の内容が確認できたのか（資料又は現地視察）を記述の上、評価出来る

と感じられる点または不足していると感じられる点を記述して下さい。＞ 

≪履行確認及び根拠≫ 

１．市民交流センター 

 指定管理者記述の“市民活動サポートセンター事業”については、現地視察による説明と

目視及び運用記録により、地域の市民活動のプラットホーム的な役割を担っていることに

ついて確認できた。 

 指定管理者記述の“男女共同参画推進事業”については、掲示や配布物を目視で確認する

とともに“おあしす祭り”についても、運用記録、ヒアリング等において確認できた。 

２．図書館 

 指定管理者記述のとおり、各種自主事業の実施状況や学校との連携による事業及び中央公

民館図書室との直通電話の設置等について、現地視察時の説明、目視、運用記録、ヒアリ

ング等で確認できた。 

≪課題と改善方向≫ 

 特になし。 

 

 


