
施設名称　： 瑞穂町ふれあいセンター
担当部課係： 福祉部　福祉課　福祉係

1 指定管理者の名称 社会福祉法人　瑞穂町社会福祉協議会

2 指定管理の期間 平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで５年間

3 指定管理の目的及び求める効果
ふれあいセンターの設置目標に沿った管理運営と、地域のコミュ
ニケーションや交流活動を促進するための拠点として、利用しや
すい施設となることを目的とする。

4 指定管理の業務内容

1　運営に関すること（使用の許可及び使用制限に関すること含
む）
2　施設、設備の維持及び保全に関すること
3　清掃その他環境衛生管理に関すること
4　利用料金の収受

5 施設の概要

　(1)施設及びサービスの内容
施設名：瑞穂町ふれあいセンター
所在地：瑞穂町大字石畑２００８番地
サービス内容：施設の管理運営

　(2)規模
施設面積：2450.30㎡
建物面積：1578.61㎡
鉄筋コンクリート造2階建

　(3)設備内容

1階：事務室1・2、湯沸室、配膳室、大会議室1、会議室2、更衣
室、便所、授乳室、プレイコーナー、ボランティアセンター、エ
レベーター、玄関、倉庫、就労支援センター
2階：会議室3・4、大会議室2・3、多目的室、和室、配膳室、便
所、予備室、倉庫、収納スペース、給湯室、屋上

　(4)設置年月及び経過年数（導入時） 昭和48年4月（新築）

　(5)建設費用 87,950,000円

　(6)大規模改修の経緯と費用
昭和58年4月（増築）72,000,000円
平成22年4月（改修）220,080,000円

　(7)維持補修・改修の予定及び時期 該当なし

6 指定管理における具体的な目標

　(1)利用者へのサービス水準の向上目標
住民等に気持ちよく施設を利用していただくため、施設内の案内
や設備等の使用をわかりやすく明示しすることや、好感をもたれ
る接遇等を徹底しサービスの向上に努める。

　(2)運営の効率化に関する目標
公の施設としての役割を十分に認識すると共に、創意工夫により
質の高いサービスの提供と、費用対効果の高い効率的かつ効果的
な施設運営を目指す。

　(3)施設維持管理費に関する削減目標
事業計画及び予算に基づき、適切な管理を行い、管理費の削減に
努める。

　(4)その他の目標
地域の中学校や高等学校と連携し、福祉体験を通じて福祉教育の
普及に努め、地域の拠点として開かれた施設運営を図る。

7 モニタリング（利用者の意見把握）の内容
利用者から意見･要望等を伺い、利用者の満足度や要望等を把握
し、適宜、運営・管理面での改善を行う。

指定管理者評価票（平成２６年度分）
全般的事項



業務評価指標 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

自主事業等
を行ってい
る。

自主事業を
行ってい
る。

自主事業を
行ってい
る。

自主事業を
行ってい
る。

自主事業を
行ってい
る。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

適正に運営
している。

307 347 348 346 347 347 日

307 347 348 346 347 347 日

毎月 毎月 毎月 年7回 年7回 年7 回

インプット指標（行政資源（歳出・人・物）の投入量） 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

8,418,038 16,482,000 17,402,000 16,304,000 16,271,000 15,929,000 円

0 0 0 0 0 0 円

1,475,000 150,000 90,000 67,500 0 0 円（時間*人／週）

0 0 0 0 円

9,893,038 16,632,000 17,492,000 16,371,500 16,271,000 15,929,000 円

0

アウトプット指標（事業の活動量、活動実績） 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

17,480 29,495 35,132 35,318 31,523 31,654 人/年間

17,480 29,495 35,132 35,318 31,523 31,654 人/年間

0 0 0 0 0 0 人/年間

306 329 339 340 338 342 日／年

307 347 348 346 347 347 日／年

職員の投入実態

町外在住者

提供物品の名称と数量：

施設延べ利用者数

町内在住者

維持管理状態

実利用者内訳（町内外利用者別）

施設等の使用の許可に
関する業務

条例で示した開館日数

実開館日数

利用料金の収受

清掃委託

インプット指標合計

指定前の管理経費（町支出）または指定管理料（委託料）

指定前の管理経費（町支出以外）または指定管理料以外の支出金額

物品の提供実態

指定管理評価票（平成２６年度分）　個別項目・総括

施設の名称：

担当部課係：

瑞穂町ふれあいセンター

福祉部　福祉課　福祉係

ふれあいセンターの目
的を達成するために必
要な事業

開館日数等
（条例で示した施設目的の達成度）

協定書・仕様書で示した事項

施設等の維持管理に関
する業務

施設稼動率

貸出日数

稼働日数 307 347 348 346 347 347 日／年

100% 95% 97% 98% 97% 99%

31%

418,600 529,000 651,200 1,231,288 1,044,672 1,135,817 円

0 0 0 0 0 0 円

0 0 0 0 0 0 円

0 109,038 0 0 0 0 円

0 109,038 0 0 0 0 円

※１　指定管理者が管理の範囲を超えて事務所を使用する場合の室料、光熱費等を計上する。

業務収支

収入の部 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

8,418,038 16,482,000 17,402,000 16,304,000 16,271,000 15,929,000 円

0 150,000 90,000 67,500 0 0 円

418,600 529,000 651,200 1,231,288 1,044,672 1,135,817 円

0 109,038 0 0 0 0 円

10,311,638 17,270,038 18,143,200 17,602,788 17,315,672 17,064,817 円

8,836,638 17,120,038 18,053,200 17,535,288 17,315,672 17,064,817 円

支出の部 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

8,418,038 円

5,323,000 6,831,145 6,083,230 6,533,863 4,577,000 円

1,050,528 569,717 909,230 584,783 597,769 円

9,353,245 8,288,198 10,575,407 10,702,401 11,300,203 円

8,418,038 15,726,773 15,689,060 17,567,867 17,821,047 16,474,972 円

1,893,600 1,543,265 2,454,140 34,921 -505,375 589,845 円

418,600 1,393,265 2,364,140 -32,579 -505,375 589,845 円

稼働率

指定前の管理経費（町支出）または指定管理料

指定前の管理経費（町支出以外）または公的援助

手数料等

人件費

事務所家賃　*1

事務所光熱水費　*1

施設稼動率
（施設稼動日数及び貸出日数）

利用料収入

稼働日数

その他収入

計

利用料収入

その他収入

算定

実収入

管理経費

収入の部　合計

事務費

事業費

算定

支出の部　合計

実収支
収支差引

貸部屋稼働率　※H26より項目追加　利用枠/貸出枠

瑞穂町ふれあいセンター



指定管理者自己評価　※平成24年度分より追加

平成24年度

平成25年度

平成26年度

アウトカム指標（施設・事業がもたらす効用等） H22

カフェコー
ナーの設置

※平成２３年度分まで

ミニコンサート　参加者47名

落語とコントで学ぶ悪徳商法の対処法　参加者21名

住民の協力により、写真及びつるし雛等展示（カフェコーナーに展示）

コスト削減に対する取組み

ふれあい
センター
地域文化
向上事業

H24

貸館業務

ウォシュレット取り付
け

横断幕設置

タッチ式自動ドアを赤
外線反射センサー式に
取替え

　照明使用や空調の設定温度の管理、緑のカーテン設置、使用電力計量値監視装置
（デマンド）で電力使用を管理するなどの節電対策

H23

第２回 落語とコント
で学ぶ悪質商法の対処
法　参加者３５名

意見箱設置

　電気使用量監視装置（デマンド）の設置及び緑のカーテンにより節電効果を上げて
いる。また、エアサーキュレーター（空気循環装置）の設置により空調効率の向上に
努めた。

福祉総合相談事業（専門職による相談事業）
福祉よろず相談（毎月第2月曜日 午後）
成年後見利用相談（毎月第4火曜日 午後）
障がい当事者相談会（毎月3水曜日 午後）
心の相談（毎月第3月曜日 午後）
身近な法律相談（毎月第4火曜日 午前）

第１回 ミニコンサー
ト参加者４０名

利用者の満足度
（アンケート等客観的もの）

利用者の利便性改善

ふれあいセンター地域
文化向上事業

プログラム等質の改善

　使用電力計量値監視装置（デマンド）の設置及び緑のカーテンにより節電効果を上
げている。また、エアサーキュレーター（空気循環装置）の設置により空調効率の向
上に努めた。

・福祉よろず相談（毎月第2月曜日　午後）

・心の相談（毎月第3月曜日　午後）

・身近な法律相談（毎月第4火曜日 午前）

・成年後見利用相談（毎月第4火曜日 午後）

※6・8・1月はコミュニティセンター利用

H25

ふれあい
センター
地域文化
向上事業

貸館業務

映画上映「逃げ遅れる人々　東日本大震災と障害者」6月28日実施　参加者30人ふれあい
センター
地域文化
向上事業

福祉総合相談事業（専門職による相談事業）

落語とコントで学ぶ悪徳商法の対処法　　9/7　参加者26名

映画上映「逃げる人々　東日本大震災と障害者」　2/15　降雪のため中止

住民の協力により、写真及びつるし雛等展示（カフェコーナーに展示）

福祉総合相談事業（専門職による相談事業）
福祉よろず相談（毎月第2月曜日 午後）
成年後見利用相談（毎月第4火曜日 午後）
障がい当事者相談会（毎月3水曜日 午後）
心の相談（毎月第3月曜日 午後）
身近な法律相談（毎月第4火曜日 午前）

施設運営業務
（平成２４年度分より追加）

H26

貸館業務

身近な法律相談（毎月第4火曜日 午前）

瑞穂町ふれあいセンター



その他 指定前 H22 H23 H24 H25 H26

380,030,000 380,030,000 380,030,000 380,030,000 380,030,000 380,030,000 円

0 0 0 0 0 0 円

17,480 29,495 35,132 35,318 31,523 31,654 人／年間

9,893,038 16,632,000 17,492,000 16,371,500 16,271,000 15,929,000 円

566 564 498 464 516 503 円／人

22,307 13,448 11,315 11,224 12,572 12,509 円／人

件数 4 2 11 4 4 件

金額 197,925 113,820 535,566 94,320 246,240 円

内容

スピーカー
コード修
繕、音響ア
ンプ修繕、
壁紙補修等

会議室名の
プレイト、
社会福祉協
議会事務局
窓口ブライ
ンドの設置

外壁修理、
空調修理、
カラオケ修
理、テーブ
ル修理、ふ
すま･クロ
ス張替、鍵
修理、災害
用ストーブ
修理

バリカカ
バーの修理
等

防犯カメラ
モニター2
件、　カラ
オケモニ
ター、空調
修繕

件数 0 2 1 0 2 件

金額 0 399,000 269,850 0 543,240 円

内容 0

トイレ修
繕、タッチ
式自動ドア
をセンサー
式に取替え

温水洗浄便
座設置
（1階）

0

椅子座面修
繕（100
脚）、　壁
紙修繕（4
室）

0 0

0 0

0 0

年２ 年２ 年２ 年２ 年2 回

年１ 年３ 年１ 年１ 年1 回

年１ 年４ 年４ 年４ 年4 回

修繕費（協定等に基づく指定管理者
負担上限額：２０万円／件）

遵法検査

管理経費または指定管
理料等／人

指定管理者が行なった
修繕

建設経費（元利返還費用）

利用者１人あたりの経費
（指定管理料等及び指定管理料等＋
建設経費）

自動ドア

建設費

償還利息

（管理経費または指定
管理料＋建設費）／人

消防法設備点検（法定年２回）

冷暖房設備（法定１回）

利用者数

町が行なった修繕

労働条件

管理経費または指定管理料等

立ち入り検査状況

年１ 年４ 年４ 年４ 年4 回

年６ 年６ 年６ 年６ 年6 回

年１２ 年１２ 年１２ 年１２ 年12 回

３年に１回

自家用電気工作物（法定年１回）

エレベーター（法定年６回）

遵法検査

特殊建物検査

自動ドア

瑞穂町ふれあいセンター



総括 H22 H23 H24 H25 H26

16,632,000 17,492,000 16,371,500 16,271,000 15,929,000 円

9,893,038 9,893,038 9,893,038 9,893,038 9,893,038 円

6,738,962 7,598,962 6,478,462 6,377,962 6,035,962 円

16,482,000 17,402,000 16,304,000 16,271,000 15,929,000 円

8,418,038 8,418,038 8,418,038 8,418,038 8,418,038 円

8,063,962 8,983,962 7,885,962 7,852,962 7,510,962 円

評価

１次評価
担当課

２次評価
指定管理者選定委員会

評価

１次評価
担当課

２次評価
指定管理者選定委員会

評価

１次評価
担当課

平成２３年度（２年度目）

平成２４年度（３年度目）

利用者の利便性を図るため、施設整備の改善（音響設備の設置、プロジェクター機器、鍵付傘立て整備等）、カフェコー
ナーの運営の拡充（メニュー数の増）等行った。また、震災の教訓を踏まえ、災害ボランティアセンター設置訓練等行っ
ており、地域の交流の拠点としての役割を十分に果たしている。

利用者の利便性を図るため、施設整備の改善（トイレの案内板の提示、便座除菌クリーナの取り付け、屋外にセンサーラ
イトの設置等）を行った。また地域交流として文化向上事業（ミニコンサート、落語とコントで学ぶ悪質商法の対処法、
防災訓練等）を開催した。カフェコーナーでは、ワンコイン弁当等を開発し提供したが、要望がなく断念した。新メ
ニューの試作等については常に行っている。各事業等を行うことにより地域の交流の場としての機能を十分果たしてい
る。

       経費比較
  （指定前と指定後）

※行政資源（指定管理料
等・町職員人件費・物品
提供金額）の投入実態を
比較
「実経費」では指定管理
料等のみを比較

【主な効果】
平成２２年度末に施設が全面改修され、利便性が向上したことから、改修前に比べ利用者数の大幅な増加を達成させ、地
域コミュニティの拠点としての役割を果たしている。
昨年度の指摘からカフェコーナーのメニュー数を増やすなど運営方法も改善された。

【主な指摘】
　心身障がい者(児)の雇用の場を確保するため、カフェコーナーが設置されたことに伴い、指定管理料(人件費部分)が増
加している。今後、指定管理料の人件費比率を抑制することが必要である。
今後も利用者の意見を的確に把握し、サービス向上を図ることを期待する。

【主な効果】平成２２年度から指定管理者制度を導入し、カフェコーナーの運営や休館日を月１回にするなど利用者への
サービスや利便性が向上している。利用者も指定前に比べ約６９％増加している。

【主な指摘】カフェコーナーが安定して自立経営できるよう期待したい。
　

指定管理者である社会福祉協議会は、従来の町の方針による福祉会館の管理・運営を継承しつつ、永年の地域福祉事業の
実践を活かし、ふれあいセンター条例等を遵守しながら、地域の交流の拠点として住民にサービスを提供しています。22
年度からは更に月1回の休館日及びカフェコーナー事業を開始させ、施設機能を活用した事業展開等行っており、町の目
標を達成しています。

実経費

比較

平成２２年度（１年度目）

算定

指定後

指定前

比較

指定後

指定前

２次評価
指定管理者選定委員会

評価

１次評価
担当課

２次評価
指定管理者選定委員会

評価

１次評価
担当課

２次評価
指定管理者選定委員会

平成２６年度（５年度目）
　趣味活動や生涯学習を目的とする団体が気軽に利用できる活動の場として定着し、ふれあいセンターの目的である「地
域福祉の推進」に寄与している。また、有料での会議等の利用も増え、企業や各種任意団体等、多様な団体が活用できる
地域資源としての役割を果たしている。
休憩コーナの活用については、各団体と協議を行っているが、具体的な内容まで至っていない。事業開始に向け今後も協
議を進める。

【主な効果】
  ふれあいセンターを地域資源として有効活用しており、指定管理者制度導入の効果が表れている。

【主な指摘】
　カフェコーナーの運営については休業となっているが、休憩コーナーの活用方法については、様々な角度から検討し、
有効活用につなげてほしい。

平成２５年度（４年度目）

【主な効果】
　昨年度の指摘事項である指定管理料の人件費削減の検討を要請したことについて、指定管理料の引き下げが実現され
た。
カフェコーナーでは、メニュー改善に取り組むなど、運営の充実が図られている。
　
【主な指摘】
　貸館業務では、利用者数は若干増えているが、各部屋ごとに稼働率を示して、利用率を高めていく必要がある。
福祉総合相談事業では、各種相談業務の内容を精査し利用率の向上を図るべきである。

会議室の利用状況は97％とほぼ毎日会議室の利用はある。利用状況について貸出枠で検証した結果、29％と利用は少ない
が、年々少しづつ増えている。社会福祉協議会の事業を通しふれあいセンターのＰＲを行っていることが増となったと考
える。カフェコーナーでは関係者の宣伝効果によりリピーターが増えてきていたが、協力団体のときわ会の会員の撤退に
より人的支援ができない等の理由により平成26年3月をもって休業となった。撤退の申し入れから3月までの間、障害者団
体及び作業所長等と検討を行ったが引き受けていただけなかった。今後カフェコーナーの活用について期待したい。

【主な効果】
　社会福祉協議会の事業を通じ、ふれあいセンターのＰＲを行ったことで、会議室の利用回数が増加した。

【主な指摘】
　施設全般については、適正管理と認められる。
　平成２６年３月で、カフェコーナーは協力団体の撤退により休業している。カフェコーナーの再建又は代替事業につい
て担当課と検討願いたい。

瑞穂町ふれあいセンター


