
別紙①　指定管理者評価シート（指定管理者業務評価委員会）

施設概要

施設名称 志村ふれあい館 所在地

所管課名 長寿社会推進課 指定期間

指定管理者名 アクティオ株式会社
指定管理者の
所在地

設置目的

行動規範

業務内容

評価結果

施設の現状認識
並びに経営方針

看護師相談回数
目標：240回　結果：265回

健康相談の利用者
目標：300人　結果：4,160人

他の機関との
連携

専門機関との連絡会の実施回数
目標：2回　結果：4回

講座開催回数
目標：1,580回　結果：1,298回

講座参加者数
目標：25,700人　結果：20,125人

地域老人会との連携事業実施回
数
目標：2回　結果：2回

参加人数
目標：50人　結果：80人

利用満足度
目標：95％　結果：98％

アンケート実施数
目標：1回　結果：1回

年間利用者数
目標：75,000人　結果：75,666人

防災訓練の実施回数
目標：2回　結果：2回

訓練参加人数
目標：60人　結果：71人

15点／25点

平成26年4月1日～平成31年3月31日

目黒区下目黒1－1－11 目黒東洋ビル4階

サービス水準

評価委員会合計

施設の公平・公正・平等な利用について

施設の設置目的や基本理念、行動規範などを踏まえた現状認識並びに経営
方針を確立しているか

施設の安心・安全について

ホスピタリティについて 20点／25点

20点／25点

15点／25点

25点／25点

小　　計

評価項目 評価の視点

具体的な目標や
取組

講座について

【施設の経営方針に関する事項】

21点／25点

23点／25点

21点／25点

２　経営方針に基づく具体的な行動

10点／25点

10点／25点

25点／25点

25点／25点

基本理念の達成に向け
て、経営方針に基づく具
体的な目標や取組を設
定し、業務に取り組んで
いるか

１　施設の現状認識・取り巻く環境の理解・管理運営の方向性

24点／25点

15点／25点

20点／25点

319点／425点（75.1％）

高齢者の福祉の向上及び社会福祉活動の推進を図ることを目的とする。

・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

板橋区志村３－３２－６

利用者の増加

【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
築を目指しているか

安全管理の徹
底

施設・利用者の安全に
ついて配慮しているか

利用者の増加

【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
介護予防に貢献してい
るか

地域貢献への
取り組み

【基本理念③】
各種事業の展開を通じ
て、高齢者の社会参加
の促進に貢献している
か

利用者の増加

【基本理念④】
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
合的支援を行っている
か

15点／25点

15点／25点
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【行動規範に関する事項】

法令遵守

暴力団等の排除

平等な利用の確
保
ノーマライゼー
ション

経営基盤

職員の雇用形態

職員の労働条件

職員の配置体制

職員の専門性

職員の研修体制

危機管理体制

安全対策

情報管理

地域貢献

経済性・効率性

妥当性

設備の保守点検

再委託業務の妥
当性

備品の管理

環境対策

施設の利用促進

アンケート結果
への対応

要望への対応

費用対効果は適切か、当初の目標どおり管理運営経費が縮減されているか

＊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）
＊上記以外の採点方法（５：特に優れている（区の求める要求水準を上回っている）、４点：優れている（区の求める要求水準を満たしている）、
３：適正である（区の求める要求水準を概ね満たしているが、工夫の余地がある）、２：さらに努力が必要である（区の求める要求水準を満たすた
めに改善努力が必要）、１：改善すべき点がある（原点に立ち返り、計画や体制の抜本的な改革が必要）

利用者の安全についてきめ細かい対策がとられているか

個人情報の保護等に関する指導の徹底など、対策は万全か

区内事業者の活用、区民の雇用など地域への貢献、地域との連携への配慮
がなされているか

小　　計

管理運営経費は、その内訳を含め妥当であり、適正に執行されているか

安定的な経営体力を備え、適正な経営情報の開示を行っているか

必要な専門性を備えた職員が配置されているか

職員の指導育成、研修体制は適切であるか

施設運営に責任の担える安定的な雇用形態となっているか

労働法規等を遵守した適正な勤務体制となっているか、職務能力等に対応し
た適正な給与体系が整っているか、休暇制度や職場環境の改善、福利厚生
制度等就業状況に配慮がなされているか

適正な職員配置となっているか

20点／25点

23点／25点

20点／25点

22点／25点

85点／100点（85.0％）

23点／25点

22点／25点

21点／25点

【管理体制に関する事項】

特定の団体や個人に偏ることなく、平等な利用実態となっているか

障がい者や高齢者等に配慮した運営となっているか

23点／25点

小　　計

20点／25点

20点／25点

21点／25点

20点／25点

20点／25点

23点／25点

23点／25点

事故・災害などに対する綿密な危機管理体制が整っているか、ＢＣＰや災害
対応マニュアルの内容は適切であるか

20点／25点

15点／25点

22点／25点

140点／175点（80.0％）

施設の利用促進のため、積極的な広報活動に取り組んでいるか

小　　計

20点／25点

21点／25点利用者アンケートの結果を踏まえた対応は適切か

利用者からの苦情や要望等を把握する取組はなされているか、その対応は
迅速かつ的確か

20点／25点

216点／250点（86.4％）

23点／25点

20点／25点

法令、区条例、区規則、その他区が定める規程及び協定書に則り、信義に従
い誠実に対応しているか

暴力団等の排除について適切に対応しているか

小　　計
総　　計

【業務改善に関する事項】

【管理活動に関する事項】

設備機能の維持に向けた保守点検は適切であるか

再委託されている業務の範囲は適切であるか

備品の機能維持に向けた保守点検等は適切になされているか、購入備品の
登録手続きに遺漏はないか
区の環境施策を理解し、省エネ、省資源など地球環境に配慮した管理運営
がなされているか

41点／50点（82.0％）

801点／1,000点（80.1％）
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総合評価

＊総合評価の採点方法（二次評価の合計点）…特に優れている（９割以上）、優れている（８割以上）、適正である（６割以上）、さ
らに努力が必要である（４割以上）、改善すべき点がある（４割未満）

評価委員会評価
（評価委員会） 優れている

平成28年4月からの施設の一部有料化により、前年度同時期に比べて利用者の減少
が見られるものの、有料部分の利用者減少幅に比べ、施設全体の入館者数について
は減少幅が小さく、概ね前年度並みで踏みとどまっている。今後とも、より魅力的な施
設となるよう工夫を凝らし、入館者数の増加に努めることが望まれる。

[評価できる点]
・高齢者向けの施設であることから、スタッフ全員が認知症サポート養成講座を受講し
ている。
・区内大学との連携による講座・イベント等を実施している。
・介護予防推進調整連絡会議等に参加し、利用者の初期認知症への対応に努めて
いる。
・健康相談を実施し、多くの方が参加している。
・地域老人会との連携事業を開催し、目標を上回る人数が参加している。
・館内の清掃が行き届いている。
・施設の管理運営に必要な人員が確保されているとともに、相互にフォローする体制
が整備されている。
・個人情報保護について、会社として取り組んでいる。
・ほぼ収支計画通りに効率的な経費の支出が行われている。

[助言・指導・勧告・命令の内容]
・講座開催回数、参加者数とも目標を下回っており、事業計画にあたっては、適切な
目標設定をすること。
・トイレ温風機が長期間にわたり修理中であるケースがあり、速やかな対応が望まれ
る。
・ゴミの排出量が目標を上回っており、減量への取り組みが望まれる。
・就業規則について休業手当の支給や年次有給休暇の週所定労働日数５日の場合
の記載がなかったため、追加記載すること。
・非常勤職員（短時間労働者）に対し、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓
口（部署名、担当者職氏名、連絡先等）を文書で明示するよう改善すること。
・タイムカードを見ると、始業時刻よりも相当早い時間に出勤している職員が見受けら
れる。早出残業はしていないとのことであるが、タイムカードの打刻時刻からは早出残
業との区別がつきにくいため、早出残業ではないことを明らかにする記録をするなどの
措置を講ずること。
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別紙②　指定管理者評価シート（指定管理者業務評価委員会）

施設概要

施設名称 シニア学習プラザ 所在地

所管課名 長寿社会推進課 指定期間

指定管理者名 アクティオ株式会社
指定管理者の
所在地

設置目的

行動規範

業務内容

評価結果

施設の現状認識
並びに経営方針 21点／25点

23点／25点

19点／25点

19点／25点

20点／25点
【基本理念①】
板橋区高齢者大学校及
び大学院事業（グリーン
カレッジ）並びにその関
連事業を支援し、高齢
者が学ぶ場を提供して
いるか

利用者対応数
の増加

グリーンカレッジ受講生に対するパ
ソコンの初歩指導回数
目標：12回　結果：20回

25点／25点

提案事業から新規で立ち上がった
サークル数
目標：5団体　結果：8団体

25点／25点

提案事業から新規で立ち上がった
サークル構成人数
目標：100人　結果：110人

20点／25点

提案事業開催回数
目標：200回　結果：176回 10点／25点

提案事業参加者数
目標：5,000人　結果：7,766人 25点／25点

施設稼働率
目標：60％　結果：59.7％ 15点／25点

施設利用者数
目標：90,000人　結果：98,054人 15点／25点

アンケート（総合満足度、提案事業
開催時に実施）
目標：90％以上　結果：95％以上

15点／25点

アンケート（接遇満足度、提案事業
開催時に実施）
目標：90％以上　結果：96％以上

15点／25点

アンケートサンプル数（提案事業開
催時に実施）
目標：1,000件　結果：1,598件

25点／25点

292点／375点（77.9％）

目黒区下目黒1－1－11 目黒東洋ビル4階

サービス水準

小　　計

【基本理念②】
シニア学習プラザを通
じ、高齢者の社会活動
の推進を図っているか

【基本理念③】
自主事業等、指定管理
者独自のノウハウを活か
し、高齢者の生きがいづ
くりを図っているか

具体的な目標や
取組

【施設の経営方針に関する事項】

２　経営方針に基づく具体的な行動

１　施設の現状認識・取り巻く環境の理解・管理運営の方向性

評価項目

板橋区志村３－３２－６

平成26年4月1日～平成31年3月31日

委員会合計評価の視点

施設認知度向上について（ホームページ）

高齢者の地域
活動の活性化

利用者の増加

利用者数の増
加

利用者の増加をめざし
ているか

サービスの質的向上を
実現できているか

高齢者の教養の向上及び社会における活動の推進を図るとともに、地域住民相互の交流を支援することにより、
区民の福祉の増進に寄与する。

施設の設置目的や基本理念、行動規範などを踏まえた現状認識並びに経営
方針を確立しているか

講座について

施設認知度向上について（ポスティング）

・東京都板橋区立シニア学習プラザ条例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シニア学習プラザ施設の利用公開に関する業務（施設貸出業務）
②高齢者の学習に関する業務
③シニア学習プラザの運営及び管理に関する事務
④シニア学習プラザ施設及び付帯施設、付帯設備及び備品の維持管理等に関する業務

施設認知度向上について（独自の情報誌）

利用者満足度

基本理念の達成に向け
て、経営方針に基づく具
体的な目標や取組を設
定し、業務に取り組んで
いるか
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法令遵守 18点／25点

暴力団等の排除 20点／25点

平等な利用の確
保 18点／25点

ノーマライゼー
ション 19点／25点

75点／100点（75.0％）

経営基盤 24点／25点

職員の雇用形態 19点／25点

職員の労働条件 17点／25点

職員の配置体制 18点／25点

職員の専門性 19点／25点

職員の研修体制 17点／25点

危機管理体制 22点／25点

安全対策 24点／25点

情報管理 18点／25点

地域貢献 22点／25点

200点／250点（80.0％）

経済性・効率性 19点／25点

妥当性 20点／25点

設備の保守点検 20点／25点

再委託業務の妥
当性 18点／25点

備品の管理 19点／25点

環境対策 20点／25点

施設の利用促進 19点／25点

135点／175点（77.1％）

アンケート結果
への対応 20点／25点

要望への対応 18点／25点

38点／50点（76.0％）

740点／950点（77.9％）

【行動規範に関する事項】

小　　計

必要な専門性を備えた職員が配置されているか

【管理体制に関する事項】

暴力団等の排除について適切に対応しているか

【管理活動に関する事項】

適正な職員配置となっているか

職員の指導育成、研修体制は適切であるか

利用者の安全についてきめ細かい対策がとられているか

事故・災害などに対する綿密な危機管理体制が整っているか、ＢＣＰや災害
対応マニュアルの内容は適切であるか

小　　計

総　　計

区内事業者の活用、区民の雇用など地域への貢献、地域との連携への配慮
がなされているか

費用対効果は適切か、当初の目標どおり管理運営経費が縮減されているか

管理運営経費は、その内訳を含め妥当であり、適正に執行されているか

利用者からの苦情や要望等を把握する取組はなされているか、その対応は迅
速かつ的確か

法令、区条例、区規則、その他区が定める規程及び協定書に則り、信義に従
い誠実に対応しているか

個人情報の保護等に関する指導の徹底など、対策は万全か

安定的な経営体力を備え、適正な経営情報の開示を行っているか

施設運営に責任の担える安定的な雇用形態となっているか

労働法規等を遵守した適正な勤務体制となっているか、職務能力等に対応し
た適正な給与体系が整っているか、休暇制度や職場環境の改善、福利厚生
制度等就業状況に配慮がなされているか

特定の団体や個人に偏ることなく、平等な利用実態となっているか

障がい者や高齢者等に配慮した運営となっているか

＊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）
＊上記以外の採点方法（５：特に優れている（区の求める要求水準を上回っている）、４点：優れている（区の求める要求水準を満たしている）、３：
適正である（区の求める要求水準を概ね満たしているが、工夫の余地がある）、２：さらに努力が必要である（区の求める要求水準を満たすために
改善努力が必要）、１：改善すべき点がある（原点に立ち返り、計画や体制の抜本的な改革が必要）

設備機能の維持に向けた保守点検は適切であるか

再委託されている業務の範囲は適切であるか

備品の機能維持に向けた保守点検等は適切になされているか、購入備品の
登録手続きに遺漏はないか
区の環境施策を理解し、省エネ、省資源など地球環境に配慮した管理運営
がなされているか

施設の利用促進のため、積極的な広報活動に取り組んでいるか

利用者アンケートの結果を踏まえた対応は適切か

小　　計

小　　計
【業務改善に関する事項】
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総合評価

[助言・指導・勧告・命令の内容]
・提案事業の開催回数が目標を下回ったが、施設の貸出状況も踏まえ、回数よりも内
容を重視した提案事業を実施していただきたい。
・個人情報等の情報管理には一層注意して取り組んでいただきたい。
・就業規則と事業所の実情や運用に齟齬があるため、実情にあった規定を整備するよ
う留意すること。
・非常勤職員（短時間労働者）に対し、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓
口（部署名、担当者職氏名、連絡先等）を文書で明示するよう改善すること。
・タイムカードを見ると、始業時刻よりも相当早い時間に出勤している職員が見受けら
れる。早出残業はしていないとのことであるが、タイムカードの打刻時刻からは早出残
業との区別がつきにくいため、早出残業ではないことを明らかにする記録をするなどの
措置を講ずること。
・職員間で業務量の偏りが見受けられるため、職員同士が協力し合える環境や仕組み
を整備していただきたい。

シニア学習プラザの施設の設置目的の本丸とも言えるグリーンカレッジ事業について
は、事業主体である区や運営協議会との連携を密にし、引き続き充実に努めていただ
きたい。また、社会教育会館が生涯学習センター（まなぽーと）として生まれ変わり、区
の生涯学習施策が新たなステージを迎えているため、シニア学習プラザもその一翼を
担う施設として、利用者の増加、施設の魅力アップに努めていただきたい。

[評価できる点]
・グリーンカレッジ受講生に対するパソコンの初歩指導等、グリーンカレッジ事業を支援
することにより高齢者の学ぶ場の提供に貢献した。
・高齢者の教養の向上を目指した提案事業を実施し、修了後にサークル活動が立ち
上がることにより、高齢者の社会活動を推進した。
・施設を地域に周知してもらうためのコンサート、利用者・団体による発表会、作品展等
の企画・実施により、提案事業への参加者数が目標を大きく上回った。
・備品等の管理において、利用者の安全に対する細かい配慮がなされている。

評価委員会評価
（評価委員会） 適正である

＊総合評価の採点方法（二次評価の合計点）…特に優れている（９割以上）、優れている（８割以上）、適正である（６割以上）、さ
らに努力が必要である（４割以上）、改善すべき点がある（４割未満）
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