
施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
の所在地

設置目的

行動規範

業務内容

利用者の増加 3,000人 4

他の機関との連携 4回 3

利用者の増加 101回 3

20人 3

170人 4

目標値 結果 評価

板橋区立仲町ふれあい館

長寿社会推進課

アクティオ株式会社

介護予防体操実施回数 101回

【基本理念】③各種事業の展開を通じて、高齢者の社会参加の促進に寄与する。

地域貢献への取り組み
地域のクリーン作戦の参加者数 19人

世代間交流会の参加者数 188人

【基本理念】①高齢者の各種相談に応じ、必要によって地域包括支援センター等他の区機関と連携した、複合的高齢者支援体制の構築を目指す。

看護師による健康相談回数 3,315人

地域包括支援センターとの連絡会の実施回数 4回

【基本理念】②健康の増進や、教養の向上に資する各種事業の充実を図り、高齢者の介護予防に資する。

老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)及び関係法令に基づく老人福祉センターとして設置し、区内に居住する６０歳以上の高齢者へ対するサービス向上を図るこ
とにより、区民福祉の一層の推進を目的とする。

・老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)並びに東京都板橋区立ふれあい館条例及び同条例施行規則などの関係法令やマニュアル等を遵守する。
・公平で、公正なサービス提供を図る。
・利用者の増加を目指し、なお一層の高齢者区民サービスの質的向上を実現する。

（１）老人福祉法に定める老人福祉センター（A型）業務
（２）ふれあい館の運営及び管理に関する業務
（３）ふれあい館の施設及び、備品の維持管理業務
（４）ふれあい館の建物躯体、外構設備、その他設備等の維持、保全、管理等に関する業務

具体的な目標・取組 サービス水準

平成27年度仲町ふれあい館サービス水準評価結果

東京都板橋区仲町20番5号

平成23年4月1日～平成28年3月31日

東京都目黒区下目黒1－1－11　目黒東洋ビル4階



74％以上 3

86,500人 3

9,500部 3

450人 4

環境への取り組み 5.00% 4

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

ゴミ排出量の削減 5.70%

その他サービス水準

施設認知度の向上
広報紙発行部数 9,825部

新規登録者数 443人

【基本理念】①から③のサービスを総合的に供与し、その効果及び効率を向上させることによって、区内の高齢者が健康で明るい生活と生きがいを得られるような総合的支援を行う。

利用者の増加
利用満足度 79.50%

年間利用者数 81,715人



施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
の所在地

設置目的

行動規範

業務内容

8回 4

8人 4

1回 3

132回 3

144回 3

目標値 結果 評価

板橋区立中台ふれあい館

長寿社会推進課

アクティオ株式会社

【基本理念】②健康の増進や、教養の向上に資する各種事業の充実を図り、高齢者の介護予防に資する。

利用者の増加
健康増進（介護予防事業）講座開催回数 145回

教養の向上講座参加者数 157回

【基本理念】①高齢者の各種相談に応じ、必要によって地域包括支援センター等他の区機関と連携した、複合的高齢者支援体制の構築を目指す。

他の機関との連携

地域包括支援センターとの連携 9回

橋渡し人数 10人

合同行事の実施 1回

老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)及び関係法令に基づく老人福祉センターとして設置し、区内に居住する６０歳以上の高齢者へ対するサービス向上を図るこ
とにより、区民福祉の一層の推進を目的とする。

・老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)並びに東京都板橋区立ふれあい館条例及び同条例施行規則などの関係法令やマニュアル等を遵守する。
・公平で、公正なサービス提供を図る。
・利用者の増加を目指し、なお一層の高齢者区民サービスの質的向上を実現する。

（１）老人福祉法に定める老人福祉センター（A型）業務
（２）ふれあい館の運営及び管理に関する業務
（３）ふれあい館の施設及び、備品の維持管理業務
（４）ふれあい館の建物躯体、外構設備、その他設備等の維持、保全、管理等に関する業務

具体的な目標・取組 サービス水準

平成27年度中台ふれあい館サービス水準評価結果

東京都板橋区中台２－１４－１

平成27年4月1日～平成32年3月31日

東京都目黒区下目黒１－１－１１　目黒東洋ビル４F



地域貢献への取り組み 10回 3

40回 3

5回 3

利用者の増加 5,000人 3

利用者の増加 200人 3

安全管理の徹底 10回 4

9人 3

13社 3

施設認知度の向上 2,700部 4

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

館情報誌の発行 3,000部

その他サービス水準

地域貢献
地域貢献（区内在住の職員・スタッフの雇用） 10人

地域貢献（区内企業の活用） 13社

【基本理念】①から③のサービスを総合的に供与し、その効果及び効率を向上させることによって、区内の高齢者が健康で明るい生活と生きがいを得られるような総合的支援を行う。

看護師による健康相談 5,044人

新規利用者登録数 205人

防災訓練実施回数 12回

【基本理念】③各種事業の展開を通じて、高齢者の社会参加の促進に寄与する。

地域異世代交流事業実施回数 9回 

利用者の増加
レクリエーション事業実施回数 41回

クラブ芸能発表会・作品展の実施回数 5回



施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
の所在地

設置目的

行動規範

業務内容

常設設置 3

12回 3

地域包括支援センター等
との連携

12回 3

200回 3

350回 3

板橋区立徳丸ふれあい館

長寿社会推進課

株式会社アリオス

377回

老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)及び関係法令に基づく老人福祉センターとして設置し、区内に居住する６０歳以上の高齢者へ対するサービス向上を図るこ
とにより、区民福祉の一層の推進を目的とする。

・老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)並びに東京都板橋区立ふれあい館条例及び同条例施行規則などの関係法令やマニュアル等を遵守する。
・公平で、公正なサービス提供を図る。
・利用者の増加を目指し、なお一層の高齢者区民サービスの質的向上を実現する。

（１）老人福祉法に定める老人福祉センター（A型）業務
（２）ふれあい館の運営及び管理に関する業務
（３）ふれあい館の施設及び、備品の維持管理業務
（４）ふれあい館の建物躯体、外構設備、その他設備等の維持、保全、管理等に関する業務

目標値 結果 評価

【基本理念】①高齢者の各種相談に応じ、必要によって地域包括支援センター等他の区機関と連携した、複合的高齢者支援体制の構築を目指す。

常に館内のご利用者の目につきや
すいところに設置した。

12回

13回地域包括支援センター等と連携をする。

健康の増進や、教養の向
上に資する各種事業の充
実を図る。

健康の増進に関する事業を充実させる。

教養並びに生活の向上に関する事業を充実させる。

【基本理念】②健康の増進や、教養の向上に資する各種事業の充実を図り、高齢者の介護予防に資する。

206回

各種相談件数の向上

各種相談件数を向上させるために文書やホーム
ページで告知する。

相談キャンペーン日を設定する。

具体的な目標・取組 サービス水準

平成27年度徳丸ふれあい館サービス水準評価結果

東京都板橋区徳丸２－１２－１２

平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日

東京都板橋区常盤台３－２０－７



高齢者の社会参加促進 12回 5

高齢者対応に必要な職
員の能力の向上

12回 2

安全管理の徹底 1回 3

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

1回

【基本理念】③各種事業の展開を通じて、高齢者の社会参加の促進に寄与する。

16回

【基本理念】①～③のサービスを総合的に供与し、その効果および効率を向上させることによって、区内の高齢者が健康で明るい生活と生きがいを得られるような総合的支援を行う。

9回

その他サービス水準

利用者・職員合同の総合防災訓練の実施

ご利用者のボランティア活動への参加促進

ご利用者の支援の為の、職員の能力向上を図るた
めに積極的に研修に参加する。



施設名称 所在地

所管課名 指定期間

指定管理者名
指定管理者
の所在地

設置目的

行動規範

業務内容

利用者の増加 300回 3

他の機関との連携 4回 3

利用者の増加 1,080回 4

24人 3

390人 3

利用者の増加 120,000人 3

平成27年度高島平ふれあい館サービス水準評価結果

東京都板橋区高島平８－２９－1

平成23年4月1日～平成28年3月31日

東京都目黒区下目黒1－1－11　目黒東洋ビル4階

老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)及び関係法令に基づく老人福祉センターとして設置し、区内に居住する６０歳以上の高齢者へ対するサービス向上を図るこ
とにより、区民福祉の一層の推進を目的とする。

・老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)並びに東京都板橋区立ふれあい館条例及び同条例施行規則などの関係法令やマニュアル等を遵守する。
・公平で、公正なサービス提供を図る。
・利用者の増加を目指し、なお一層の高齢者区民サービスの質的向上を実現する。

（１）老人福祉法に定める老人福祉センター（A型）業務
（２）ふれあい館の運営及び管理に関する業務
（３）ふれあい館の施設及び、備品の維持管理業務
（４）ふれあい館の建物躯体、外構設備、その他設備等の維持、保全、管理等に関する業務

具体的な目標・取組 サービス水準 評価結果

地域のクリーン作戦の参加者数 26人

世代間交流会の参加者数 384人

【基本理念】①高齢者の各種相談に応じ、必要によって地域包括支援センター等他の区機関と連携した、複合的高齢者支援体制の構築を目指す。

看護師による健康相談回数 309回

地域包括との連絡会の実施回数 4回

【基本理念】②健康の増進や、教養の向上に資する各種事業の充実を図り、高齢者の介護予防に資する。

健康増進運動の開催回数 1,220回

【基本理念】③各種事業の展開を通じて、高齢者の社会参加の促進に寄与する。

地域貢献への取り組み

目標値

板橋区立高島平ふれあい館

長寿社会推進課

アクティオ株式会社

【基本理念】①から③のサービスを総合的に供与し、その効果及び効率を向上させることによって、区内の高齢者が健康で明るい生活と生きがいを得られるような総合的支援を行う。

年間利用者数 129,114人



6,000部 3

500人 2

環境への取り組み 2.00% 4

＊サービス水準の採点方法（達成率…５：130％以上 ４：110％以上130％未満 ３：90％以上110％未満 ２：70％以上90％未満 １：70％未満）

施設認知度の向上
広報紙の発行部数 6,350部

新規登録者数 443人

ゴミ排出量の削減 2.20%

その他サービス水準


