
No.001

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

回 回

回 回

回 回

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

　この施設で実施する障害福祉サービスは、行政機関が利用の決定を行い、施設の利用計画に基
づき、各利用者の計画を立て適正に実施されている。
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介助、支援

1

0

6,150,000
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190,260260,000

指定管理料

指定管理料

歳
出

13,143,759 6,150,000

人件費

0

1,583,750

8,500

決算額

作業項目 作業内容 回数
重症心身障害者の日中活動支援

重症心身障害児の療育支援
重症心身障害児の発達支援児童発達支援サービス

生活介護サービス

放課後等デイサービス

月曜から金曜
月曜から土曜

1,003回/年
269回/年

月曜から土曜

通年
通年

0

25回/年 通年

25年度決算額24年度決算額

計

修繕費

備考

実施日 実施状況

職務内容等

歳
入

項目

28,047,176

0

12,729,200

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出 減価償却費

生活介護サービス
放課後等デイサービス

計

自立支援費等収入

その他の事業収入

引当金繰入

予算額
20,272,683

31,600

1,905,430事務費

2,042,137

寄付金収入

31,500

1,903,500

2,683,079

事業費

24,654,029 23,099,752

設定目標値 H24年度実績

事業収入

指定管理者（H25年度）
備考

250,000

2,600,000

児童発達支援サービス
なし
なし

161
0

167.08%269
25

利用区分等

収
入

H25年度実績 対前年比(%)

1,003 98.92%1,014なし

項目

－

社会福祉法人上田しいのみ会

平成24年4月1日から平成27年3月31日

　障害者総合支援法（旧障害者自立支援法）及び児童福祉法で定める生活介護、
放課後等デイ及び児童発達支援サービスの提供。

市

上田市つむぎの家施設名称

指定管理者名

計 28,722,959 28,046,728

9,498,000

0

6,314,000計

-9,498,000 -6,314,000

サービス提供の管理、個別支援計画の策定・評価など

実績

差引

1

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間

　健康福祉部　福祉課

利用料金

指定管理者が
行う業務内容



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　サービス低下を招かぬよう、突発的な修繕などについても早期に対応が図られている。

計

0差引

判　断　基　準評価項目

0 0

項目項目

0 計

予算額 決算額 備考

事業・イベント名 開催日時
なし

内容

収入
予算額 決算額 備考

休館日・開館時間等の状況

参加者数

支出

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

0

0

○

○

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

評価

◎

○

○

○

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

備品の管理状況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。
施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

○
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

評価

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ◎

帳票類の保管等

○

施設管理上の秘密の保持等

○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

個人情報の保護等

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

評価

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

　当該施設利用者は自身で意思を伝えることが困難なため、保護者との定期的な懇談におい
てニーズの把握に努めており、可能な範囲でサービス提供に反映している。

○

○

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

○緊急・災害時への対応

○

○

○

評価評価項目

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

判　断　基　準

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

◎

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

利用者の安全対策の状況

施設賠償責任保険の加入

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

　各利用者の身体状況などを把握し、事故防止に努めているほか、緊急時の医療機関との連
携などに努めている。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

○
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。

判　断　基　準

判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応



No.002

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

（施設所管課による評価）

　障害者団体等に利用を呼びかけ、利用者数増加が図られた。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

2,100,000

2,100,000

2,100,000

329,277

79,234

計画

328,000

指導担当（常勤・非常勤）

差引 0

１人 １人
２人

役職等

職員1名分

計

指定管理料

歳
出

計

工賃

決算額

実施日
日常的な館内清掃
給排水、暖房、電気、消防設備の点検

作業項目 作業内容 回数
日常清掃

日常・定期点検

職員が実施
職員が実施

一日１回
一日１回

実施状況

歳
入

0

電気、ガス、灯油

建築点検他

指導者

消耗品、修繕費他

差引

H25年度実績 対前年比(%)

2,0871,743

市

毎日
毎日

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出
委託料 20,000

286,825

57,380

利用者数

統括責任者（兼務）

２人 ２人
管理担当（兼務）

人件費 1,086,000 1,031,480

408,000謝金

その他

光熱水・燃料費 258,000

408,000

24年度決算額 25年度決算額予算額
2,100,000

92,196

2,100,000

利用区分等

収
入

90,000

項目
指定管理料

事業収入

1,760

計

製品売上

2,192,196

指定管理者（H25年度）
備考

2,190,000

設定目標値 H24年度実績
119.74%

備考項目

計

90,000

2,190,000 2,192,196

本人支給額

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

上田市真田地域活動支援センター施設名称

指定管理者名

0

2,100,000

-2,100,000 -2,100,000

管理、総務、経理業務

職務内容等実績

全館の管理運営の統括
２人

0

指導業務

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間 無料施設　平成23年4月1日　～　平成26年3月31日

・センターの利用許可に関する業務
・障害者の地域生活支援のための訓練、相談
・センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

真田地域自治センター　健康福祉課



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）
　利用者の拡大を図るとともに、販売促進活動や今後の商品開発に向けた研修を実施した。

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

ふれあい広場及び市社会福祉大会で利用者に
よる販売活動を行った。

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

0 0

0 0

項目

計 0 計

備考

0

項目
経費がかからない活動

予算額 決算額 備考
支出

技術向上を図る研修の指導回数を増やした。

身障協会に施設をＰＲし、利用を呼びかけ
た。

随時

事業・イベント名

木彫り教室の宣伝

開催日時

随時

お屋敷公園真田庵及び新鮮市真田で展示販売
を行った。

内容

差引

利用者研修事業

収入
予算額 決算額

製作品販売促進事業

２回

随時

４人

能力開発を図るため新製品の開発。『楊枝挿
し』デザインなど検討した。

新製品開発事業 随時

参加者数

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対
象外）

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

○

○

○

○休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

備品の管理状況

評価項目



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　事業計画どおり実施されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

職員研修として、消火避難訓練が予定されていたが、未実施であったため、口頭で
実施するよう指導を行う。指導後直ぐに実施された。

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

○

評価判　断　基　準

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

収入の状況

判　断　基　準 評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

○

○

○

○

○

○

○

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

○

○

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

評価

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

○

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

△緊急・災害時への対応

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

施設管理上の秘密の保持等

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

個人情報の保護等

利用者の安全対策の状況

従業員の労働条件(1)

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

評価項目

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入



No.003

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市中央デイサービスセンター

指定管理者名 社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

指定管理期間 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 料金制導入区分 利用料金

指定管理者が
行う業務内容

・介護保険事業（通所介護、介護予防通所介護）
・施設、設備等の維持管理に関する業務

施設所管課 高齢者介護課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

日常清掃 日常的な館内外の清掃 一日1回以上 毎日 職員が実施
生垣等手入れ 植木、生垣等の剪定・手入れ 月1回以上 随時 シルバー人材センターに委託

日常・定期点検 給排水・冷暖房・電気設備の点検 一日1回以上 毎日 職員が実施
消防設備点検 有資格者による法定点検 年2回以上 9月2日、3月13日 専門業者へ委託
施設等修繕 床暖修繕 年1回 随時 専門業者へ委託

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

デイサービス利用者 5,450 4,690 4,849 103.39%

・施設管理について適正に行われている。
・類似民間施設の開業などで利用者が伸び悩むなか、利用者アンケートの実施、隣接する高齢者
福祉センターとの交流を図り、利用者増に向けての取組が見られる。

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

介護保険収入 39,831,000 42,192,690

歳
入

雑収入 32,000 31,644

計 39,863,000 42,224,334 計 0 0

支
出

人件費支出 28,607,000 28,173,338

歳
出

事務・事業費 9,989,000 9,189,050

計 38,596,000 37,362,388 計 0 0

差引 1,267,000 4,861,946 差引 0 0

役職等 計画 実績 職務内容等

管理者（所長、常勤） 1 1 全館の管理・運営・経理業務
看護師（常勤、パート） 2 2 施設の維持管理業務、利用者の健康管理
介護員（常勤、パート） 11 11 施設の維持管理業務、利用者の介護



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容
お花見 4.6.7月 134 季節の花を楽しむ
鯉のぼり見学 4月13日 23 依田川沿いの鯉のぼり見学
七夕まつり 8月7日 18 館内にて短冊の飾付け
運動会 10月10日～15日 70 運動機能向上を図る
紅葉ツアー 11月8日～14日 43 紅葉見学
お楽しみ会 12月13日～19日 89 高齢者福祉センターのクラブとの交流
まゆ玉作り 1月15日 28 繭玉づくり
節分 2月3日 19 館内にて豆まき
ひな祭り 2月25日～3月3日 92 館内にて雛人形飾付、鑑賞、昼食

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

・介護保険施設であるため、国の基準に沿った人員配置がされ、運営も適正に行われてい
る。
・自主事業を数多く実施している。参加費も無料とし、参加しやすくしている。

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

評価項目 判　断　基　準 評価

衛生管理について 感染症防止のための取り組みがあること。 ○



No.004

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

（施設所管課による評価）

平成25年10月1日以降、施設老朽化に伴う事業縮小をしたため、利用者減となっている。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市塩田西デイサービスセンター

指定管理者名 社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

指定管理期間 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 料金制導入区分 利用料金

指定管理者が
行う業務内容

・介護保険事業（認知症対応型通所介護）
・施設、設備等の維持管理に関する業務

施設所管課 高齢者介護課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

日常清掃 日常的な館内外の清掃 一日1回以上 毎日 職員が実施
生垣等手入れ 植木、生垣等の剪定・手入れ 年2回以上 随時 職員が実施
日常・定期点検 給排水・冷暖房・電気設備の点検 一日1回以上 毎日 職員が実施
消防設備点検 有資格者による法定点検 年2回以上 8月19日 専門業者へ委託
設備等保守 専門業者による給湯器の点検 年1回以上 10月18日 専門業者へ委託
設備等保守 専門業者による浄化槽点検 年2回 随時 専門業者へ委託

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

デイサービス利用者 1,500 1,347 546 40.53%

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

介護保険収入 17,347,000 7,163,608

歳
入

雑収入 35,000 0

計 17,382,000 7,163,608 計 0 0

支
出

人件費 14,970,000 7,196,090

歳
出

事務・事業費 4,022,000 4,353,041

計 18,992,000 11,549,131 計 0 0

差引 -1,610,000 -4,385,523 差引 0 0

役職等 計画 実績 職務内容等

管理者（所長、常勤） 1 1 全館の管理・運営・経理業務
看護師（常勤、パート） 1 1 施設の維持管理業務、利用者の健康管理
介護員（常勤、パート） 5 5 施設の維持管理業務、利用者の介護



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容
○戸外散策
　　さくら見学 4月5日・13日 13 北向き観音にお花見
　　あじさい見学 7月18日 7 あじさいの小道にお花見
○戸内行事
　　誕生会 該当月 6 誕生日を祝いカードを渡す
　　七夕まつり 7月6日 7 施設内に七夕飾りや七夕饅頭を作る
　　おたのしみ会 隔月 40 ギターやハーモニカ演奏

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

・介護保険施設であるため、国の基準に沿った人員配置がされ、運営も適正に行われてい
る。
・自主事業を数多く実施している。参加費も無料とし、参加しやすくしている。

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

評価項目 判　断　基　準 評価

衛生管理について 感染症防止のための取り組みがあること。 ○



No.005

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

生活相談員 2 2 利用者の利用状況全般の把握及び相談業務
介護職員・看護師・機能訓練指導員 15 15 利用者の生活全般の看護・機能訓練・介護業務

役職等 計画 実績 職務内容等
施設長・管理者（常勤兼務） 1 1 運営の統括、管理業務

0

差引 2,150,000 7,189,516 差引 0 0

計 63,402,000 60,005,958 計 0

その他 6,842,000 5,567,135

燃料費 3,860,000 3,842,752 灯油など

業務委託費 6,300,000 5,099,185 運転業務

給食費 2,510,000 2,378,093

支
出

人件費 40,170,000 39,398,793

歳
出

光熱水費 3,720,000 3,720,000

計 65,552,000 67,195,474 計 0 0

その他 4,620,000 4,501,030

事業収入 550,000 618,900

受託収入 4,070,000 5,377,000

利用者負担金収入 5,722,000 5,879,335

備考

収
入

介護保険収入 50,590,000 50,819,209

歳
入

・施設管理について適正に行われている。
・類似民間施設の開業があるなか目標には届かなかったが、利用者アンケートを実施するなど利
用者増に向けての取組が見られた。

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

デイサービス利用者 稼働80％ 77% 72% 93.51%

入浴 入浴介助 一日１回 毎日 職員
食事の提供 昼食の提供 一日１回 毎日 委託

バイタルチェック 血圧、熱などの確認、身体状況の確認 一日１回以上 毎日 職員　
機能訓練 身体機能の維持・向上のため 一日１回以上 毎日 職員

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

送迎 自宅から施設への送迎 基本往復 毎日 職員、外部委託

指定管理者が
行う業務内容

・介護保険事業（通所介護、介護予防通所介護）
・施設、設備等の維持管理に関する業務
・介護予防等周辺業務に関する情報の収集及び交流の促進を図る業務

施設所管課 高齢者介護課

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市室賀デイサービスセンター

指定管理者名 社会福祉法人　上田しいのみ会

指定管理期間 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 料金制導入区分 利用料金



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

設備を使用し、介護予防に力を入れた取組みが見られる。

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

0

差引 0 0

計 0 0 計 0

決算額 備考項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額
収入 支出

筋力向上トレーニング 2クール（１クール３ヶ月） 561 マシーンを使用した運動
ステップアップ教室 毎月１回 83 筋力向上トレーニングのフォロー

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容
生きがいデイサービス 毎月２回（第1・3日曜日） 267 デイサービスセンターサービスに準ずる



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている

衛生管理について 感染症防止のための取り組みがあること。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価



No.006

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

看護師（常勤、パート） 2 2 施設の維持管理業務、利用者の健康管理
介護員（常勤、パート） 9 11 施設の維持管理業務、利用者の介護

役職等 計画 実績 職務内容等

管理者（所長、常勤） 1 1 全館の管理・運営・経理業務

0

差引 1,207,000 5,587,782 差引 0 0

計 46,871,000 42,729,671 計 0

事務・事業費 14,000,000 12,648,484
支
出

人件費 32,871,000 30,081,187

歳
出

計 48,078,000 48,317,453 計 0 0

雑収入 30,000 88,000

備考

収
入

介護保険収入 48,048,000 48,229,453

歳
入

・施設管理について適正に行われている。
・類似民間施設の開業などがあったが、利用者アンケートの実施、隣接する児童センターとの交
流を図り、利用者増に向けての取組が見られる。

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

デイサービス利用者 5,700 5,503 5,633 102.36%

施設等修繕 床暖房配管修繕 年１回 10月12日 専門業者に委託
施設等修繕 給湯ボイラー修繕 年１回 12月27日 専門業者に委託

設備等保守 浴室リフトの点検 年１回以上 7月18日 専門業者に委託
施設等修繕 食堂兼機能訓練室電球交換 年１回 11月27日 専門業者に委託

ガス設備点検 有資格者による法定点検 随時 7月26日、10月15日 専門業者に委託

設備等保守 給湯ボイラーの点検 年１回以上 2月27日 専門業者に委託

消防設備点検 有資格者による法定点検 年２回以上 6月11日、12月16日 専門業者に委託
電気設備点検 有資格者による法定点検 年１回 9月11日 専門業者に委託

生垣等手入れ 植木、生垣等の剪定・手入れ 月１回以上 随時 シルバー人材センターに委託

日常・定期点検 給排水・冷暖房・電気設備の点検 一日１回以上 毎日 職員が実施

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

日常清掃 日常的な館内外の清掃 一日１回以上 毎日 職員が実施

指定管理者が
行う業務内容

・介護保険事業（通所介護、介護予防通所介護）
・施設、設備等の維持管理に関する業務
・神川地区公民館の鍵の管理（公民館職員不在時の鍵の貸し出し業務）

施設所管課 高齢者介護課

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市神川デイサービスセンター

指定管理者名 社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

指定管理期間 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 料金制導入区分 利用料金



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

・介護保険施設であるため、国の基準に沿った人員配置がされ、運営も適正に行われてい
る。
・自主事業を数多く実施している。参加費も無料とし、参加しやすくしている。

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

0

差引 0 0

計 0 0 計 0

決算額 備考項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額

節分 2月2日 11 節分会

収入 支出

神川小学校との交流会 年６回 204 合唱やレクリエーションを通じての交流

第一中学校との交流会 年３回 96 合唱やレクリエーションを通じての交流

紅葉見物 10月21日～26日 58 紅葉の見学
忘年会 12月2日～7日 105 利用者に楽しんでもらい精神的な活性化を図る

七夕まつり 8月5日～10日 121 児童センター児童との合同七夕行事
運動会 10月7日～12日 118 利用者の楽しみと運動機能維持向上を図る

つつじ見物 5月6日～19日 48 つつじの花見
ラベンダー見学 7月7日～13日 61 ラベンダーの花見

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容
桜花見 4月10日～26日 105 桜のお花見



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

衛生管理について 感染症防止のための取り組みがあること。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価



No.007

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

調理員 3 3 調理等

看護職員 4 4 利用者の医療ケア
介護職員 6 6 利用者の介護

センター長 1 1 業務統括
生活相談員 2 3 利用者の介護、利用の相談

0

役職等 計画 実績 職務内容等

差引 1,749,221 154,336 差引 0

計 62,243,727 66,583,113 計 0 0

その他 12,985,153 12,812,087

業務費 4,625,660 5,369,502 業務委託

光熱水費 7,217,764 4,261,965

0

支
出

人件費 37,415,150 44,139,559

歳
出

計 63,992,948 66,737,449 計 0

食費収入 4,220,760 4,655,900

備考

収
入

介護報酬 59,772,188 62,081,549

歳
入

・施設管理について適正に行われている。
・類似民間施設の開業などがあったが、利用者アンケートの実施、関連施設との交流を図り、利
用者増に向けての取組が見られる。

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額

利用者人数 7,100 7,030 7,110 101.14%
利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

消防設備点検 有資格者による法定点検 年２回 4月25日・10月21日 専門業者に委託
ボイラー点検 定期点検 年２回 4月2日・11月11日 専門業者に委託

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

日常清掃 日常的な館内清掃 一日１回以上 毎日 職員が実施

指定管理者が
行う業務内容

・介護保険事業（通所介護、介護予防通所介護）
・施設、設備等の維持管理に関する業務

施設所管課 高齢者介護課

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市塩田デイサービスセンター

指定管理者名 信州うえだ農業協同組合

指定管理期間 平成23年4月1日から平成28年3月31日まで 料金制導入区分 利用料金



５．自主事業の状況
(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

・介護保険施設であるため、国の基準に沿った人員配置がされ、運営も適正に行われてい
る。
・H21年度は利用者減、マイナス決算であったが、ここ数年大幅な改善がなされた。

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

0

差引 0 0

計 0 0 計 0

決算額 備考項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額

収入 支出

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に運営されている。

衛生管理について 感染症防止のための取り組みがあること。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価



No.008

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

外部利用者は減ったが、様々な取組みにより、給付・予防両面で新規利用者が増えた。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

指定管理期間

職員が実施１日１回以上

丸子地域自治センター 健康福祉課

専門業者による館内清掃

利用料金平成23年4月1日～平成28年3月31日

介護保険の通所介護（デイサービス）事業とそれに係る施設の維持管理
指定管理者が
行う業務内容

実施状況

施設所管課

年2回以上

76,558,699

利用者の送迎、介護、相談等デイサービスの業務15

差引 0 0

生活相談員介護職員等
利用者の送迎

管理者

25,522,000

実績 職務内容等

社会福祉法人　敬老園

上田市丸子デイサービスセンター

市

115.41%

27

料金制導入区分

清掃業者に委託

施設名称

指定管理者名

計 72,315,000

減価償却費

引当金繰入

107,736,842 0

48,685,706

527

　　１日の定員40人(12月から)

14,351,926

備考

928

項目 24年度決算額 25年度決算額

歳
入

H25年度実績 対前年比(%)

9,199
765 1,143

7,971
149.41%

設定目標値 H24年度実績

指定管理者（H25年度）
備考

97,837,000

利用区分等

収
入

事務費支出

97,837,000計

項目

51,813,000

7,786,000

2 2

デイサービスの運営を管理

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出

利用者負担軽減額 84,000

通所介護（介護給付）
予防通所介護（介護予防給付）

外部利用者
1日平均利用者

158,017

予算額

107,736,842

利用料金

事業費支出 12,632,000

6,719,030

　介護保険収入

人件費支出

避難訓練・通報訓練

15

56.79%
111.11%30

計

作業項目 作業内容 回数
毎日

6/23　3/21
日常清掃

実施日

防火訓練

日常的な館内清掃

有資格者による法定点検
館内の全利用者による避難訓練

消防設備定期点検 5/6　11/9年2回以上
年2回以上 9/25  3/25

定期清掃
専門業者に委託

決算額

歳
出

差引 31,178,143

1 1

873,020

5,771,000

計画

運転手

役職等

0

0計 0

レジオネラ属菌水質検査 有資格者による検査 年2回以上 4/16  10/29 専門業者に委託



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

休館日・開館時間等の状況

評価項目

備品の管理状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

報告書等の提出

○

◎

○
事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

◎

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

202,000 320,245

判　断　基　準

事務費支出472,000 748,150

414,000

備考

849食
デイサービス利用者の夕食弁当

内容

デイサービス利用者の夕食弁当 1,378食

886,000 489,000 783,471

397,000 389,179差引

1,172,650

事業・イベント名
生きがいデイ対象配食サービス

開催日時
通年

424,500

予算額 決算額
支出収入

項目
人件費支出

項目

通年

参加者数

1,138

予算額 決算額 備考
267,000 462,088

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

介護保険収入

配食サービス収入

生きがいデイサービス対象者への配食

20,000

　入浴に温泉水を利用し、利用者の満足度を高める取組みを行なっていると評価できる。

計

事業費支出

計



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

◎
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

支出の状況

収入増への取り組み状況

提供サービスの内容

　丸子地域内法人の全職員対象の接遇研修を実施している。

個人情報の保護等

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

◎

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

○

○

収入の状況

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入

評価項目

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

評価項目 判　断　基　準

判　断　基　準

◎

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ◎

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

判　断　基　準 評価

◎

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

○

◎

評価

◎

評価

○

○

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ◎

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

帳票類の保管等

◎

施設管理上の秘密の保持等

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

緊急・災害時への対応

利用者の安全対策の状況

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

◎

従業員の労働条件(1)



No.009

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称   上田市武石デイサ－ビスセンタ－やすらぎ

指定管理者名   社会福祉法人 上田市社会福祉協議会

指定管理期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 料金制導入区分 利用料金

指定管理者が
行う業務内容

 介護保険による通所介護・介護予防通所介護
 生きがい対策デイサ－ビス事業
 施設、設備等の維持管理に関する業務

施設所管課 武石健康福祉課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

 日常清掃 館内清掃 1回/日 毎日 職員が実施
 定期清掃 館内清掃 年1回 9/1～2 専門業者に委託
 消防設備点検業務 防火管理者点検 年2回 5/15,12/15 職員が実施
 保守点検 自動ドア 年3回 7/11,11/10,3/11 専門業者に委託
 保守点検 エレベーター 年4回 4/12,7/8,10/15,1/14 専門業者に委託
 保守点検 ボイラー 年2回 6/12,1213 専門業者に委託
 消防設備点検業務 法定点検 年2回 9/20,2/21 専門業者に委託

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

通所介護 6,012 5,939 98.79%
通所介護予防 781 557 71.32%
生きがい対策デイサービス 0 0 #DIV/0!

指定管理者（平成２５年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

介護保険収入 67,208,000 57,681,905

歳
入受取利息配当金収入 40,000 36,026

雑収入 12,000 150,098

国庫補助金等取崩 0 295,590

計 67,260,000 58,163,619 計 0 0

支
出

人件費 42,307,000 38,197,260

歳
出減価償却費 625,164

事務費 743,000 485,178

事業費 22,042,000 20,358,470

退職給与引当金繰入 1,862,899

0

差引 0

計 65,092,000 61,528,971 計 0

0

役職等 計画 実績 職務内容等

差引 2,168,000 △ 3,365,352

管理者（正規） １人 １人 デイサ－ビス全体の運営を統括・施設管理
生活相談員（正規） ２人 ２人 介護計画・相談・苦情受付
看護師（正規） ２人 ２人 看護業務
介護員（臨時・パ－ト） ８人 ８人 介護業務



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容
喫茶会 5/22,5/24,5/28,5/30 40 外出機会の少ない高齢者に社会参加
花見 4/16,4/17,4/18 58 四季の移り変わりを肌で感じ、気分転換を図る

紅葉狩り 10/29～31 59 四季の移り変わりを肌で感じ、気分転換を図る

園児・児童との交流 6/10,12,7/11,11/11～13,3/7 153 世代を超えた交流をし生きがいを感じてもらう

園児と七夕 7/22～24 57 園児と七夕を一緒に楽しむ
やすらぎ祭り 7/30,8/1,8/7,8/9 76 恒例の夏祭りに参加してもらい楽しむ
園児と豆まき 1/27～29 56 園児と豆まきを一緒に楽しむ
日本舞踊 5/20,5/22,5/28 57 ボランティアさんによる日本舞踊を楽しむ

大正琴 10/15,10/24,11/6,11/15 75 ボランティアさんによる大正琴演奏を楽しむ

楽器演奏会
11/16,12/5,12/11,1/18,1/20,2/14,3/4,3/8

151 ボランティアさんによる各種の楽器演奏を楽しむ

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外） ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれているか。 ○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象外） ○

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象外） ○

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の労働環境確保 従業員の労働条件や賃金水準は適正に確保されているか。 ○

利用者へのサ－ビス状況 利用者主体でサービスを行っているか ○



No.010

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

計

・施設の維持管理業務

歳
出

0

13,444,000

5,420,769

27,772

計画

5,420,769

1人 1人
1人

職務内容等

13,444,00013,185,000

役職等

13,444,000

計

指定管理料

専門業者に委託

決算額

設備等保守

日常的な館内清掃
専門業者による館内ワックスがけ

給排水・冷暖房・電気設備の点検、防火管理者による点検

有資格者による法定点検
専門業者による自動昇降機の点検

消防設備点検

日常・定期点検 毎日
1月年1回

作業項目 作業内容 回数 実施日

職員が実施

毎日
5月8日,11月20日

日常清掃
定期清掃

清掃業者に委託
清掃業者に委託

一日1回以上
年2回

一日1回以上

歳
入

実施状況

年12回 毎月 専門業者に委託

1人

項目

353,335

9,343

予算額
13,444,000指定管理料

修繕費

受付担当（嘱託）

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出
事務費 9,343

施設利用者

人件費 2,478,710 2,478,710

5,154,071光熱水費

管理担当（常勤）

353,335

5,154,071

差引 0

24年度決算額 25年度決算額

13,444,000計

設定目標値 H24年度実績

指定管理者（H25年度）
備考

利用区分等

収
入

H25年度実績 対前年比(%)

35,29637,89735,000 93.14%

備考項目

計

27,772

13,444,000 13,444,000

委託料

損害保険料

13,444,000

社会福祉法人上田市社会福祉協議会

0

13,185,000

上田市ふれあい福祉センター施設名称

指定管理者名

市

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間

差引 -13,185,000 -13,444,000

・受付業務

実績

0

無料施設平成23年4月1日～平成28年3月31日

・利用許可に関する業務
・施設、設備等の維持管理に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

福祉課



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

備考

計

項目項目

0

備考 予算額 決算額

参加者数

支出

0 0 0

0 0差引

計

収入
予算額 決算額

事業・イベント名 開催日時 内容

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

○

○

○

○

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外） ○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

報告書等の提出

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　建物の老朽化により修繕費が年々増加しており、予算内では収まらなくなってきている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

○

従業員の労働条件(1)

評価

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)

○

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

収入の状況

○

評価

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

帳票類の保管等

○

施設管理上の秘密の保持等

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

判　断　基　準 評価

○

○

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

判　断　基　準

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

○

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

○

○個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されるとと
もに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれているか。 ○緊急・災害時への対応

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

サービスの提供方法

公平性の確保等

評価項目

利用者の安全対策の状況

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入



No.011

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

高齢者学園担当 1人 1人 高齢者学園事務局

管理担当（嘱託・パート） 2人 2人 施設の維持管理業務
庶務担当（嘱託） 1人 1人 館内庶務

役職等 計画 実績 職務内容等

統括責任者（常勤） 1人 1人 センターの管理運営を統括

33,004,121

差引 0 0 差引 -33,949,400 -32,169,664

計 33,004,121 33,004,121 計 34,793,904

助成費 80,000 80,000

指定管理料 34,793,904 33,004,121

事業費 17,055,659 17,055,659

支
出

人件費 14,089,462 14,089,462

歳
出

高齢者学園委託 1,779,000 1,779,000

計 33,004,121 33,004,121 計 844,504 834,457

8,390

施設私用電灯水道料 546,000 546,000

施設使用料 283,094 280,067

公衆電話使用料 15,410

収
入

指定管理料収入 33,004,121 33,004,121

歳
入

指定管理者（H25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

入場者数 94,340 93,135 98.72%

設備等保守 自動ドアやエレベーター等 自動ﾄﾞｱ　年3回
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　年10回 平成25年度中 専門業者に委託

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比

給湯・暖房・ボイラー点検 有資格者による法定点検 設備毎の指定日 設備毎の指定日 専門業者に委託
消防設備点検 有資格者による法定点検 年2回 9月・3月 専門業者に委託

浴室清掃・消毒 浴室・浴槽・濾過機装置等 週2回～毎日 週2回～毎日 職員が実施
日常点検 給排水・冷暖房・電気設備の点検 毎日 毎日 職員が実施

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

日常清掃 日常的な館内清掃 毎日 毎日 専門業者に委託

指定管理者が
行う業務内容

・上田市高齢者福祉センターの利用許可に関する業務
・上田市高齢者福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

施設所管課 健康福祉部高齢者介護課

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市高齢者福祉センター

指定管理者名 上田市社会福祉協議会

指定管理期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

高齢者の生きがいづくり、仲間づくりの場として活用されている。

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ◎

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ◎

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ◎

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

計 560,400 560,400 計 560,400 560,400

560,400参加費 560,400 560,400 講師謝金 560,400

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

高齢者パソコン教室 毎週月～水 50人 基礎知識、技能の修得に向けた教室
事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ◎

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ◎

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価



No.012

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

（施設所管課による評価）

施設全体の利用者数は目標値を上回った。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

管理担当(臨時) 1人 1人 受付、利用許可、利用料徴収

丸子地域自治センター健康福祉課施設所管課

料金制導入区分指定管理期間 使用料（収納委託）平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

上田市長瀬市民センターの利用許可に関する業務
上田市長瀬市民センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

施設管理(老人福祉センターと兼務)

差引 -4,306,400 -4,207,200

受付、利用許可、利用料徴収(老人福祉センターと兼務)

実績 職務内容等

116,600

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

上田市長瀬市民センター施設名称

指定管理者名

計

209,000

4,386,000 4,386,000

4,423,000

収納委託178,800

備考

876

項目

1,286 79.98%

指定管理者（H25年度）
備考

市

対前年比(%)

13,043
206 319

12,211 106.81%
H24年度実績

154.85%
11,000

1,100

60

項目

H25年度実績

850
1,600

予算額

消耗品・光熱水費等

24年度決算額 25年度決算額

200

0

97.03%

0

管理担当(常勤)

98,280

208,857

歳
入

使用料及び賃借料

1,270,058

人件費

4,386,000

1,892,000

管理責任者(常勤)
役職等

公課費

0

需用費

収
入

委託料 233,000

1人

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出
役務費 331,000

音響設備、長椅子

電話料・損害保険料等

1人

318,323

器具什器費 315,000

1,899,553

計

1,307,000

4,386,000

360,668

実施日 実施状況

1人

消費税

賃金1人分・福利厚生等

計

指定管理料

歳
出

モップ・除雪機

消防設備・自動ドア等

専門業者に委託

毎日
毎日

日常清掃
日常点検

職員が実施
職員が実施

1回/日
1回/日
2回/年 9月6日,2月14日

7月4日,12月26日2回/年

作業項目 作業内容 回数
日常的な館内清掃
館内の設備等の点検
有資格者による法定点検
専門業者による自動ドアの点検自動ドア保守点検

消防設備保守点検

4,386,000指定管理料 4,386,000

和室１号

談話室

設定目標値利用区分等

専門業者に委託

決算額
使用料 116,600

大ホール
エントランスホール

和室２号 1,608

差引 0

1人 1人

230,261

計画

99,000

管理担当(パート) 1人

178,800

4,386,000

計 4,423,000

センターの運営を統括(老人福祉センターと兼務)

4,386,000



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に行われている。

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

○

○

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

○

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

評価評価項目

休館日・開館時間等の状況

備考
収入

予算額 決算額

0 0 0

0 0差引

計

内容事業・イベント名
（該当なし）

開催日時 参加者数

支出
予算額 決算額 備考

計

項目項目

0

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

予算の範囲で適切な支出が行われている。

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

適切に行われている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　会計課による公金収納事務委託検査において改善を求められた事項について、改善内
容・方法の報告を受けた。

○
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入

緊急・災害時への対応

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

利用者の安全対策の状況

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

○個人情報の保護等

評価項目 判　断　基　準 評価

○

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

○

○

判　断　基　準

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

評価

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

○

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

帳票類の保管等

○

施設管理上の秘密の保持等

△
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

○

収入の状況

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価

○

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○



No.013

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人 人

回 回 回

（施設所管課による評価）

　福祉関係事業所の利用が大幅に減少するなど、利用回数、利用者数とも大きく減少した。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

光熱水費

計

計画

3,834,536

歳
出

3,852,179

ガス

役職等

2,100,000

全館の管理運営の統括

1,648,856 電気料、上下水道料

差引 0

１人 １人

指定管理料

重油、灯油

専門業者に委託

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
光熱水費他

設定目標値 H24年度実績

使用料 208,287

歳
入

諸収入

計

自動ドア保守点検

館内清掃
館内清掃（トイレ・床）
　〃　　（窓ｶﾞﾗｽ）

専門業者による保守点検
専門業者による点検

専門業者による保守点検

消防設備点検

暖房設備保守点検 10月18日
9月6日、3月19日年２回

作業項目 作業内容 回数 実施日

日常点検 給排水、冷暖房、消防、電気設備、自動扉の点検 一日１回
専門業者に委託

毎日
毎週月曜日
12月27日

日常清掃

定期清掃

職員が実施
業者に委託
職員が実施

一日１回
週１回
年１回

年１回

実施状況

年4回
4月11日、7月12日
9月30日、1月8日

専門業者に委託

２人

設備保守他

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出
修繕費

通信運搬費

230,000

利用者数
使用回数

項目

２人
統括責任者（常勤）

961,357

239,430

委託料 1,017,000

2,100,000

99,740220,000

計

120,508

2,100,000

417,000燃料費 578,365

指定管理料

計

光熱水費 116,000

2,100,000

予算額

2,100,000

決算額

51.78%

利用区分等

収
入

H25年度実績

項目

18,280
1,420

14,477
1,406 728
18,106

施設名称

指定管理者名

使用料（収納委託）

真田地域自治センター　健康福祉課

2,100,000

その他

2,100,000

指定管理者（H25年度）
備考

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

上田市真田総合福祉センター

市

79.96%

毎日 職員が実施

対前年比(%)

一般使用料、ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
使用料

202,660

備考

388,987

24年度決算額 25年度決算額

180,700 174,177

2,100,000

1,666,499

85,680

376,837

有線電話85,680

差引 -3,463,192 -3,457,699

管理、窓口、総務、経理業務

実績 職務内容等

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間 　平成23年4月1日　～　平成28年3月31日

・センターの利用許可に関する業務
・センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

0

管理担当（常勤・嘱託）

公課費 100,000 100,600



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）
　地域福祉推進のための事業を本施設を中心に実施し、本施設の設置目的に沿った活用
がされた。

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

計

項目
講師謝金

項目
社協財源

参加費

予算額

873,457 計

決算額 備考
181,000 339,000

子育て支援

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成活動　　　22回
ふれあい広場　　　　　1回
地域清掃ﾊｲｷﾝｸﾞ　　　　2回

生活援護事業 随時

支出

行政書士等による相談会

参加者数

2件

収入

3件

102人

1,506人

事業・イベント名

ボランティア育成活動

開催日時

在宅介護者ﾘﾌﾚｯｼｭ事業　　　　3回
有償福祉ｻｰﾋﾞｽ　　　　　　　289回

内容

随時

873,457

0 0差引

258,000 534,457

予算額 決算額
415,000 873,457

24,000 0

備考

在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ

ファミリーサポート事業

心配ごと相談事業 月１回 11件

材料費

生活福祉資金の相談

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

439,000 439,000

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対
象外）

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

○

○

○

○

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　環境向上に配慮し、利用者が気持ちよく、使いやすいよう配慮されている。

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

職員研修として、消火避難訓練が予定されていたが、未実施であったため、口頭で
実施するよう指導を行う。指導後直ぐに実施された。

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

収入の状況

判　断　基　準 評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外） ○

評価判　断　基　準

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

帳票類の保管等

○

施設管理上の秘密の保持等

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

○

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

◎

○

○

評価

○

○

○

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

○

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

○

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

○

○

個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

△緊急・災害時への対応

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

利用者の安全対策の状況

従業員の労働条件(1)

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

支出の状況

収入増への取り組み状況

評価項目

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

○
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入



No.014

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

人 人

（施設所管課による評価）

利用者数は平成24年度から回復し、やや増加傾向にある。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

専門業者に委託

修繕費 200,000 282,435 熱交換器、マッサージ機他

8,399,000

8,399,000

16,000

歳
出

0

計 8,399,000

650,549

計画

施設管理の統括
役職等

40,620

差引 0

１人 １人

消火器

臨時職員5名分

計

指定管理料

専門業者に委託

決算額

窓・浴槽カビ清掃

日常的な館内清掃
日常点検と法定点検

有資格者による点検
専門業者による清掃
専門業者による清掃

浴槽配管洗浄

自動ドア保守点検

浴槽水検査 有資格者による点検
4月11日、9月27日

2月22日～3月5日年１回

作業項目 作業内容 回数

年２回 8月26日、1月21日

専門業者に委託

毎日
毎日及び2月28日

日常清掃
消防設備点検

職員が実施
職員及び専門業者に委託

１日１回以上
１日１回以上及び年１回

年２回

実施日

歳
入

H25年度実績 対前年比(%)

11,894

実施状況

月１回 4月～3月 専門業者に委託

４人

灯油

点検、配管洗浄等

設定目標値 H24年度実績

1,341,402

利用者数

項目

1,292,312

予算額
8,399,000指定管理料

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出 業務委託費 583,000

人件費 4,585,000 4,420,906

1,282,000光熱水費

３人

統括責任者（臨時職員）

370,776

燃料費 1,014,000

器具費

8,399,000計 8,399,000

8,399,000

事務費

電気、水道等

24年度決算額 25年度決算額

指定管理者（H25年度）
備考

利用区分等

収
入

11,815設定なし

計

719,000

8,399,000 8,399,000

市

100.67%

備考

社会福祉法人　上田市社会福祉協議会

上田市真田老人福祉センター施設名称

指定管理者名

項目

0

8,399,000

差引 -8,399,000 -8,399,000

施設の維持管理業務、介護予防等事業運営、利用者受付

実績 職務内容等

0

臨時職員

施設所管課

・上田市真田老人福祉センターの利用許可に関する業務
・上田市真田老人福祉センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
・高齢者の健康向上及び介護予防に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

 真田地域自治センター 健康福祉課

料金制導入区分指定管理期間 無料施設平成23年4月1日から平成28年3月31日まで



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

パッチワーク 毎月第１・３水曜 168人 パッチワーク教室

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

計

項目
講師謝礼

項目
自主財源

152,014 計

115,000 142,014

予算額 決算額 備考

カラオケ

囲碁、将棋の会 65人

手芸 181人
83人

毎月第１水曜

188人

152,014

毎月第２火曜

支出

15,000 10,000

対局

事業・イベント名
独り暮らし高齢者交流会

開催日時
年３回 健康教室・体操、保育園交流、お花見等

内容

130,000 130,000 152,014

0 0差引

カラオケクラブ

収入
予算額 決算額

参加者数

130,000

毎月第２木曜

材料費

手芸教室

備考

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

○

○

○

○

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

備品の管理状況

　　高齢者の交流や、施設ＰＲ事業を実施し、高齢者の孤立防止、生きがいづくり、介護
　予防に向けた取り組みを行っている。

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

職員研修として、消化避難訓練が予定されていたが、未実施であったため、口頭で
実施するよう指導を行う。指導後直ぐに実施された。

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

従業員の労働条件(1)

○

○

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

○

評価判　断　基　準

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

収入の状況

判　断　基　準 評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

帳票類の保管等

○

施設管理上の秘密の保持等

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

○

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

○

○

評価

○

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

○

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

○

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

△緊急・災害時への対応

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

支出の状況

収入増への取り組み状況

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

評価項目

サービスの提供方法

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

　お客様のための花壇整備や、降雪時には早朝よりの除雪作業をしていた。
　緊急時に備えての訓練、また迅速な対応の体制が見られた。

緊急時の対応状況 緊急時の訓練がなされているか。 ◎

環境整備の取り組み状況 お客様をお迎えする努力がなされているか。

経費節減の取り組み状況 経費節減の努力がなされているか。

評価項目 判　断　基　準

○

○

評価



No.015

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称  上田市武石老人福祉センタ－寿楽荘

指定管理者名  社会福祉法人 上田市社会福祉協議会

指定管理期間  平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

 老人福祉センタ－の利用許可に関する業務
 老人福祉センタ－の施設、整備等の維持管理に関する業務

施設所管課 武石地域自治センター健康福祉課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

 日常清掃 外まわりの除草 6 5/15・6/20・7/10・7/30・8/9・9/2 職員が実施
 定期清掃 館内の清掃 2 4/12・8/5 職員が実施
 消防設備点検 防火管理者点検 4 5/16・8/5・11/8・3/10 職員が実施
 日常清掃 52 １回/週（毎木曜日) 専門業者に委託
 消防設備点検業務 法定点検 2 9/20・2/21 専門業者に委託
 保守点検 自動ドア 3 6/17・10/20・3/5 専門業者に委託
 垣根、植栽の剪定 1 10/9 専門業者に委託

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

会議室 732 621 84.84%
作業室 485 418 86.19%

指定管理者（平成２５年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

受託金 1,610,000 1,610,000

歳
入

計 1,610,000 1,610,000 計 0 0

支
出

消耗品 14,000 14,603

歳
出

燃料費 51,000 59,185

指定管理料 1,610,000 1,610,000

器具什器費 100,000 0

水道光熱費 308,000 308,351

修繕費 415,000 540,802

通信運搬費 47,000 39,420

業務委託費 629,000 609,802

損害保険料 14,000 12,637

1,610,000

賃借料 32,000 25,200

差引 △ 1,610,000

計 1,610,000 1,610,000 計 1,610,000

△ 1,610,000

役職等 計画 実績 職務内容等

差引 0 0



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっているか。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象外） ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれているか。 ○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外） ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。



No.016

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

-707,192 -2,642,711

支援員 7 7 相談、支援、指導（母子・少年・個別・心理）

職務内容等

指定管理期間 使用料（直接収納）平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日

1.入所者の保護・支援　2.入所者の自立支援　3.寮内保育　4.児童、生徒の育成
5.就労支援　6.施設及び設備の維持管理　7.DV被害者の受入、緊急対応　8.ひと
り親世帯への職員派遣支援

指定管理者が
行う業務内容

料金制導入区分

1 1嘱託医 個別対応、健康診断

返還金は前年
度国庫負担金
の精算分

計画

一般事務

56,984,160

計 62,114,000

49,009,241

219,303

社会福祉法人　上田明照会

上田市母子寮

0

40,182,272

　子育て・子育ち支援課

入所者負担金

県負担金

一時保護委託料

委託事業収入
内訳

管理料
58,583,080円
その他事業
824,488円

施設名称

指定管理者名

施設所管課

47,813,080

720,060

6,085,923

他市負担金

10,300,947

35,442,215

5,780,881

58,583,080

47,753,338

国庫負担金

備考項目

 母子寮は、生活困窮、DV等の理由により緊急的に福祉事務所の措置で入所した母子を保護し、自
立を支援するための母子生活支援施設であり、施設の利用状況は入所世帯それぞれの居室と児童
の生活指導室となっている。そのため専門性の高い職員配置等支援体制は充分整っている。

項目 24年度決算額 25年度決算額

市

H25年度実績 対前年比(%)設定目標値 H24年度実績

雑収入

指定管理者（H25年度）
備考

2,000,000

0

利用区分等

収
入

61,410,000計

人件費支出 49,497,000

事業費支出

1

施設長
役職等

61,226,354

事務員

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出

積立資産支出

返還金

451,000

差引

5,941,116

450,912

予算額
59,407,568

2,051,080

2,000

決算額

6,095,000

6,071,000

5,825,085

1

実施状況作業項目 作業内容 回数 実施日

59,410,000

35,283

5,664,117利用料収入

525,800

委託事業収入

歳
入

61,460,648 計

管理委託料

事務費支出

234,294

1 1
実績

-704,000 差引

824,488

計 59,626,871

一時保護委託料等 647,450

歳
出

48,460,530

施設統括



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

○

◎

◎

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

◎

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

◎

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

0 0

事業・イベント名

0

内容

0 0差引

備考

開催日時

収入
予算額 決算額

　　な　し

支出
予算額 決算額 備考

参加者数

計計

項目項目

0

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ◎



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

利用者の安全対策の状況

従業員の労働条件(1)

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入

支出の状況

収入増への取り組み状況

評価項目

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○緊急・災害時への対応

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

◎

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

◎

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ◎

○

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

○

◎

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

◎

評価

○

◎

評価

○

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

帳票類の保管等

◎

施設管理上の秘密の保持等

◎
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

◎

判　断　基　準

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

収入の状況

判　断　基　準

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。



７．施設所管課による評価（個別評価項目） ※ 施設ごとに必要により設定・評価

　　※ 評価の基準は、「６．施設所管課による指定管理業務の評価（共通事項）」と同じ

（個別事項に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

入寮者への支援、対応
入寮者の事情（ＤＶ、虐待）を把握し安全等に配慮し、適
切な支援をしているか。

評価項目 判　断　基　準

◎

評価



No.017

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

適切に管理されている。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間 無料施設H23.4.1～H28.3.31

・利用許可に関する業務
・施設、設備等の維持管理に関する業務

指定管理者が
行う業務内容

農林部　森林整備課

0 差引 0 0

実績 職務内容等

0

室賀地区連合自治会連合会

上田市室賀運動広場施設名称

指定管理者名

計 0 0

市
備考

―

項目

―

―

Ｈ25年度実績 対前年比(%)

―
― ―
―

設定目標値 Ｈ24年度実績

指定管理者（Ｈ25年度）
備考

利用区分等

収
入

―

23年度決算額 24年度決算額

―

0

歳
入

0計

常駐職員の配置なし

平成25年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出

項目

実施日 実施状況

計

歳
出

日常業務 自治会役員が実施随時
作業項目 作業内容 回数

日常的なグラウンドの整備

決算額予算額

差引 0

役職等 計画

0

計 0 0



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

評価

○

○

○

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

備考
収入

予算額 決算額

0 0 0

0 0差引

内容事業・イベント名 開催日時 参加者数

支出
予算額 決算額 備考

計

項目項目

0 計

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入

サービスの提供方法

公平性の確保等

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

評価項目

利用者の安全対策の状況

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

○個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○緊急・災害時への対応

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

○

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

判　断　基　準 評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

評価

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

判　断　基　準

帳票類の保管等

施設管理上の秘密の保持等

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

○
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

収入の状況

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）



No.018

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

管理部門（分館長） １人 １人 施設の管理、状況把握等

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） １人 １人 統括

168,000

差引 0 0 差引 0 -168,000

計 0 0 計 0

フェンス修繕 168,000

支
出

歳
出

計 0 0 計 0 0

25年度決算額 備考

収
入

歳
入

項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額

指定管理者（Ｈ25年度） 市

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

定期清掃 ゴミ広い・草刈 年３回 6月、8月、10月 自治会役員にて実施

指定管理者が
行う業務内容

・越戸農村広場の管理運営に関する業務
・越戸自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 農林部　農政課

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市越戸農村広場

指定管理者名 越戸自治会

指定管理期間 平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

0

差引 0 0

計 0 0 計 0

決算額 備考項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額
収入 支出

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）



No.019

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市中組農村広場

指定管理者名 富士山中組自治会

指定管理期間 　平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

・中組農村広場の維持管理に関する業務
・富士山中組自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 　農林部農政課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

定期清掃 広場の清掃 毎月１回 随時 自治会にて実施
定期点検 遊具の点検 毎月１回 随時 自治会にて実施

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

歳
入

計 0 0 計 0 0

支
出

歳
出

遊具点検委託費 9,000

計 0 0 計 9,000 0

差引 0 0 差引 -9,000 0

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） 1人 1人 統括
管理部門（副自治会長） 1人 1人 施設の管理、状況把握等



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



No.020

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市矢沢農村広場

指定管理者名 矢沢自治会

指定管理期間 平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

・矢沢農村広場の管理運営に関する業務
・矢沢自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 農林部　農政課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

管理業務 草刈 年１回以上 随時 自治会にて実施
管理業務 広場の清掃 年２回 7月・８月 自治会にて実施

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

歳
入

計 0 0 計 0 0

支
出

歳
出

計 0 0 計 0 0

差引 0 0 差引 0 0

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） 1人 1人 統括
管理部門（副自治会長） 1人 1人 施設の管理、状況把握等



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



No.021

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市町吉田農村広場

指定管理者名 町吉田自治会

指定管理期間 平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

・町吉田農村広場の管理運営に関する業務
・町吉田自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 農林部　農政課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

管理業務 定期清掃 毎月1回 随時 自治会にて実施
管理業務 遊具の定期点検 毎月1回 随時 自治会にて実施

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

歳
入

計 0 0 計 0 0

支
出

歳
出

遊具点検委託費 8,000

計 0 0 計 8,000 0

差引 0 0 差引 -8,000 0

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） 1人 1人 統括
管理部門（副自治会長） 1人 1人 施設の管理、状況把握等



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



No.022

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市下吉田農村公園

指定管理者名 下吉田自治会

指定管理期間 平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

・下吉田農村公園の管理運営に関する業務
・下吉田自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 農林部　農政課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

管理業務 広場の清掃・ゴミ拾い 年１回 7月 自治会役員にて実施

管理業務 広場の草刈 年２回 随時 自治会役員にて実施

管理業務 遊具の点検 毎月１回 随時 自治会役員にて実施

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

歳
入

計 0 0 計 0 0

支
出

歳
出

修繕費 239,460

遊具点検委託費 21,000

遊具等撤去費 215,250

計 0 0 計 260,460 215,250

差引 0 0 差引 -260,460 -215,250

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） 1人 1人 統括
管理部門（副自治会長） 1人 1人 施設の管理、状況把握等



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



No.023

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

施設名称 上田市西野竹農村広場

指定管理者名 西野竹自治会

指定管理期間 平成23年4月1日　～　平成28年3月31日 料金制導入区分 無料施設

指定管理者が
行う業務内容

・西野竹農村広場の管理運営に関する業務
・西野竹自治会の地域全般にわたる行事の推進
・明るい地域づくりに係る事業の推進

施設所管課 農林部　農政課

作業項目 作業内容 回数 実施日 実施状況

管理業務 広場の清掃 年１回 ７月 自治会にて実施
管理業務 トイレ清掃 毎週１回 随時 自治会にて実施
管理業務 遊具の点検 毎月１回 随時 自治会にて実施
管理業務 樹木の枝打ち 年１回 ３月 自治会にて実施

利用区分等 設定目標値 Ｈ24年度実績 Ｈ25年度実績 対前年比(%)

指定管理者（Ｈ25年度） 市
項目 予算額 決算額 備考 項目 24年度決算額 25年度決算額 備考

収
入

歳
入

計 0 0 計 0 0

支
出

修繕 0 20,000 藤棚塗装

歳
出

遊具点検委託費 21,000

計 0 20,000 計 21,000 0

差引 0 -20,000 差引 -21,000 0

役職等 計画 実績 職務内容等
統括責任者（自治会長） １人 １人 統括
管理部門（副自治会長） １人 １人 施設の管理、状況把握等



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

事業・イベント名 開催日時 参加者数 内容

収入 支出
項目 予算額 決算額 備考 項目 予算額 決算額 備考

計 0 0 計 0 0

差引 0 0

評価項目 判　断　基　準 評価

休館日・開館時間等の状況
条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。 ○

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外） ○

各種保守・点検業務の実施状
況

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。 ○

報告書等の提出
条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ○

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

収入の状況
収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

支出の状況
収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。 ○

収入増への取り組み状況
収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況
料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

評価項目 判　断　基　準 評価

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。 ○

提供サービスの内容
対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

従業員の施設利用者への対応
利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。 ○

サービスの提供方法
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。 ○

公平性の確保等 特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。 ○

評価項目 判　断　基　準 評価

従業員の配置状況
事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。 ○

個人情報の保護等
利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。 ○

施設管理上の秘密の保持等
施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○

緊急・災害時への対応
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

○

利用者の安全対策の状況
危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。 ○

施設賠償責任保険の加入
管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

従業員の労働条件(1)
休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の労働条件(2)
法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。 ○



No.024

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

（施設所管課による評価）

・

あわせて、ゆきむら夢工房とも共同して賑わいの創設と誘客への取り組みが見られた。

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況
役職等 計画

レジ担当。施設維持担当

1,500,000 2,151,930

733,134

差引 差引

0 0

0

備品リース料

0

指定管理者が
行う業務内容

施設所管課

真田地域の地産地消の発信基地として、安心・安全な農産物の提供と地域活性化に取り組んでいただいた。

指定管理期間

　　真田地域自治センター　産業観光課

収
入

歳
入

支
出

歳
出

上田市真田農林産物展示販売施設施設名称

指定管理者名

6,800,000

備考項目

信州うえだ農業協同組合

無料施設　　平成23年4月1日～平成26年3月31日

　　・真田農林産物展示販売施設の利用許可に関する業務
　　・真田農林産物展示販売施設の施設、整備等に関する業務

料金制導入区分

設定目標値 Ｈ24年度実績

スタッフが実施
スタッフが実施

95.42%70,407
利用区分等

販売高手数料

予算額 24年度決算額 25年度決算額

来客数

8,300,000

指定管理者（Ｈ25年度）
備考

9,515,271

計

項目

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

水道光熱 650,000

消耗品費

150,000 102,190

人件費

73,790

8,300,000

9,515,271

実施状況

市

実施日
1日1回
年１回

0計

実績

0

スタッフが実施

職務内容等

Ｈ25年度実績 対前年比(%)

日常清掃
定期清掃

毎日
12月末

周辺の清掃 1日1回 毎日

作業項目 作業内容 回数
施設内清掃
施設内大掃除
駐車場等周辺の清掃

決算額

7,363,341

386,801

721,423

計

管理担当
統括責任者 1人

500,000

管理費

3,609,809

計

通信費

3,500,000

300,000

1,500,000 1,680,000

4人4人
管理部門の統括。経理担当

サポートスタッフ
1人1人
1人 施設の運営を統括

諸経費 200,000 129,984



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）
・

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

評価項目 判　断　基　準 評価

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

収入 支出

消防設備の保守管理状況
法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

各種保守・点検業務の実施状
況

報告書等の提出

備品の管理状況

1,140,715計

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

362,229

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。 ○

○

821,986

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

○

○

○

備考予算額項目 予算額 決算額 備考 項目

参加者数

野沢菜の販売
盆用の花の販売

決算額

728

事業・イベント名 開催日時
花市
野沢菜祭り

8/10～13
11/30.12/1

2,913
内容

50,000 27,715

500,000 104,596

雑収入

差引

計

0 9,500

1,140,715 1,184,215

通信費・雑費他

1,140,715 610,715

564,000

590,715

0

当施設を利用する地域の農家による利用者組合により、地元農産物の販売・消費すると
共に、安全・安心な農産物の提供の為、「安全安心講習会」を開き、安全な農産物の提
供に寄与している。

○

休館日・開館時間等の状況

0

229,918

○

繰越・年会費

研修会費

備品に過不足がなく、適切に管理されているか。

総会、講習会費

事業費・研修会費



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

○

施設管理上の秘密の保持等

従業員の労働条件(1)

帳票類の保管等
経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

従業員の労働条件(2)

利用料金(使用料)の取扱状況

支出の状況

利用者満足度の把握
アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

評価項目 判　断　基　準

収入増への取り組み状況

収入の状況

評価項目

サービスの提供方法

評価項目 判　断　基　準

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

○

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

評価

○
利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

○

評価

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

○

○

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

○

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。 ○

評価

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

判　断　基　準

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。

○

○

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。 ○
緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

施設賠償責任保険の加入

○

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

利用者の安全対策の状況

緊急・災害時への対応 ○

公平性の確保等

従業員の配置状況

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

個人情報の保護等



No.025

１．管理業務実績

２．施設の利用状況

円 円 円

人 人 人

（施設所管課による評価）

３．収入・支出の状況（自主事業は除く） （金額単位：円）※ 消費税額含む

４．職員の配置状況

計 0

施設運営の統括

0

歳
出

0

計画

1 1
8

役職等

計

決算額

館内清掃
給排水・冷暖房・電気設備の点検

有資格者による法定点検消防設備点検 2月・8月

作業項目 作業内容 回数 実施日

専門業者に委託

毎日
毎日

日常清掃
日常・定期検査

職員・組合員にて実施

職員が実施
日1回以上
日1回以上
年2回

歳
入

実施状況

8

項目 予算額

職員（正規）
販売業務

平成２５年度　上田市指定管理者モニタリング評価調書

支
出

売上額
来客数

2 2職員（臨時）

統括責任者

差引 0

24年度決算額 25年度決算額

0計

設定目標値 H24年度実績

指定管理者（H25年度）
備考

利用区分等

収
入

H25年度実績 対前年比(%)

293,633,920
231,214 236,850

272,477,942
102.44%

300,000,000
250,000

107.76%

備考項目

計 0 0

0

上田市丸子農産物直売加工施設　あさつゆ運営組合

0

上田市丸子農産物直売加工施設　あさつゆ施設名称

指定管理者名

市

施設所管課

料金制導入区分指定管理期間

差引 0 0

維持管理、経理、販売業務

実績 職務内容等

0

無料施設平成24年4月1日～平成27年3月31日

・上田市丸子農産物直売加工施設の、施設・設備等の維持管理に関する業務
・周辺地域に関する情報の収集及び交流の促進を図る業務

指定管理者が
行う業務内容

丸子産業観光課



５．自主事業の状況

(1)自主事業実績

(2)収入・支出の状況 （金額単位：円）※ 消費税額含む

（施設所管課による評価）

６．施設所管課による評価（共通評価項目）　※ 全施設共通

（評価の基準）

◎ … 事業計画や市の仕様書等を遵守し、それを上回る取組が行われている。

○ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が適切に行われている。

△ … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が概ね適切に行われているが、改善すべき点がある。

× … 事業計画や市の仕様書等に定める取組が行われていない。

(1)施設管理

（施設管理に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

備品の管理状況 備品に過不足がなく、適切に管理されているか。 ○

計

項目項目

0

予算額 決算額 備考

参加者数

支出

0 0 0

0 0差引

計

収入
予算額 決算額

事業・イベント名 開催日時

備考

内容

条例に基づく「開館(場)時間」や「休館(場)日」が遵守さ
れているか。

◎

◎

◎

○

判　断　基　準

条例や基本協定書に規定する事業計画書や事業報告書等の
書類が遅滞なく提出されているか。また、内容は適切か。 ◎

施設の利用状況等に応じて、適切な使用量となっている
か。
（※電気・ガス・水道・燃料の使用がない施設は評価対象

○

事業計画等に基づき、施設や設備の点検、必要な修繕が適
切に行われているか。

法令等に基づき点検が行われているか。避難経路に障害物
はないか。（※消防設備が不要な施設は評価対象外）

事業計画等に基づき、利用者が快適に利用できるよう、施
設の清掃や整理整頓が行われているかどうか。

評価

報告書等の提出

評価項目

休館日・開館時間等の状況

日常清掃及び定期清掃の実施
状況

電気・ガス・水道・燃料の使
用状況

消防設備の保守管理状況

各種保守・点検業務の実施状
況



(2)財務状況

（財務状況に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(3)利用者サービス

（利用者サービスに対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

(4)その他

（その他に対する評価）※ 「△」や「×」の評価がある場合は、改善対応を記載

従業員の労働条件(1)

評価

アンケート調査や意見箱等により、利用者からの意見や苦
情等を把握し、施設運営に反映する仕組が整っているか。

利用者が気持ちよく利用できるよう、職員の服装などの身
だしなみや言葉づかい等の接客マナーは適切であるか。

従業員の労働条件(2)

施設や金庫等の鍵・暗証番号等、施設管理上の秘密の管理
者や管理方法が明確であり、適切に管理されているか。

利用者に対する案内や受付等、施設利用に係るサービスが
適切に行われているか。

収入の状況

評価

収入増に向けて、PR等の取組が行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

帳票類の保管等

施設管理上の秘密の保持等

経理帳簿や伝票等の保管、現金の取扱は適切に行われてい
るか。

休憩が適切に与えられているかどうか等、適正な勤務体制
がとられているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

利用者名簿等の個人情報が適切に管理されるとともに、職
員研修の実施等、漏洩防止の対策が講じられているか。

判　断　基　準 評価

管理業務仕様書と基本協定書で指定する施設賠償責任保険
に加入しているか。（※加入不要な施設は評価対象外）

判　断　基　準

対応する職員によって提供するサービスに差が生じないよ
う、職員に対する研修等、適切な対応が行われているか。

事業計画等に基づき、施設運営に必要な人員と有資格者が
配置されているか。責任者や指揮命令系統は明確か。

危険箇所の把握や対応マニュアルの策定等、事故防止や安
全確保のために必要な対策が講じられているか。

個人情報の保護等

緊急・災害時の対応マニュアルや連絡体制が整備されると
ともに、避難訓練等、必要な取り組みが行なわれている
か。

緊急・災害時への対応

特定の利用者を優遇したり、利用を制限していないか。

サービスの提供方法

公平性の確保等

評価項目

利用者の安全対策の状況

収支予算に基づき、予算の範囲で適切な支出が行われてい
るか。施設運営に不要な経費の支出がないか。

収支予算に基づき、必要な収入が確保されているか。
（※無料施設は評価対象外）

法定帳簿（○労働者名簿 ○賃金台帳 ○出勤簿）が適正に
整備されているか。（※従業員がいない場合は評価対象
外）

従業員の配置状況

評価項目

支出の状況

収入増への取り組み状況

料金の徴収や減免等の手続が適切に行われているか。
（※無料施設は評価対象外）

利用料金(使用料)の取扱状況

評価項目 判　断　基　準

利用者満足度の把握

提供サービスの内容

従業員の施設利用者への対応

施設賠償責任保険の加入


