
平成２３年度　指定管理者モニタリング評価（担当課）

点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価

提案された内容と運営方針が一致するか 3

利用者に対し公平性が確保されているか 3
高齢者、障害者等の利用者への配慮がなさ
れているか 3

施設のＰＲの方法、頻度は適切か 3

ホームページ、パンフレット等は見やすいか 3
地域、ボランティア等との連携は図られてい
るか 3

サービス向上のための取組みは適切か 3
利用者の意見を把握し、それらを反映させる
取り組みがなされたか 3
利用者からの苦情に対する対応が十分に行
われたか 3

設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か 3

個人情報管理の程度は適切か 3

利用者の安全体制は適切か 3

収支状況について乖離はないか 3

自主事業に係る収支状況は適切か 3
収入の増加や経費の低減に向けた取り組み
がなされているか 3

職員の配置数は適正か 3

職員の研修は充実しているか 3
非常時における対応マニュアル等が作成さ
れているか 3

（財）五箇山和紙の里

上平自然環境活用センター「ささら館」五箇山和紙工芸研究館 たいらスキー場 閑乗寺スキー場等

医王ｱﾛｰｻﾞ㈱

商工課 観光課

所管課の評価

A

A

A

A

7

A

A

　全国的にスキー場を取り巻く
経営環境は、昨年の震災やス
キー人口の減少等により厳しい
背景。Ｈ23年度は2年連続の豪
雪となり、県内スキー場の入込
が大きく落込む状況下で、シー
ズン前の圧雪車の修理に伴う
出費が大きかったことで昨年と
比べ若干の赤字状況が予想さ
れるが、それを除けば営業が好
調であった昨年並みと見込まれ
ている。
　閑乗寺公園は、グリーンシー
ズンの公園管理に係る経費を
除くと、スノーシーズンにおいて
は、降雪に恵まれれば何とか黒
字営業が可能な施設となってお
り、索道施設のメンテナンス等
においても、IOX-AROSAスキー
場との連携による効率化を行い
費用の圧縮減少に努めているこ
とは大変評価できる。
　今後、グリーンシーズンの強
化策として人員を増やしたこと
等を生かし、更なる地元やボラ
ンティア、各種団体ともタイアッ
プし、新たな企画開発等に取組
まれ、施設ＰＲと集客アップによ
り一層の経営努力をお願いした
い。

　全国的にスキー場を取り巻く
経営環境は、昨年の震災やス
キー人口の減少等により厳しい
背景。H23年度は2年連続の豪
雪となり、県内スキー場の入込
が大きく落込む状況の中、更に
追撃ちとなる一部コース法面崩
落等の災害による主要コース閉
鎖や第３リフト運行休止等の縮
小営業を余儀なくされ、今後の
スキー場施設の存続にも波及し
そうな危機的な状況に陥る状況
なっている。
　H23年夏に今シーズンの営業
について検討を行い、市から規
模を縮小し、それに伴う減収補
てんを行う方針を指定管理者に
示し、営業の継続を実施してい
る。しかし施設の入込や売上げ
は、予想をはるかに上回る厳し
い現状となり、今後の地域振興
政策や市の公共施設再編等を
どう進めて行くのか大きな課題
となっている。
　従前の施設経営の改善に加
え、施設が存在する利賀地域全
体の地域振興策を地域住民主
導で考え、指定管理者や行政
がそれを支えるための組織やし
くみづくりが急務となっている。

B

B

A

6

A

A

観光課

ｽﾉｰﾊﾞﾚｰ利賀スキー場

（財）利賀ふるさと

A

　全国的にスキー場を取り巻く
経営環境は、昨年の震災やス
キー人口の減少等により厳しい
背景。Ｈ23年度は2年連続の豪
雪となり、県内スキー場の入込
が大きく落込む状況下で、一般
客は減少したが、大会誘致等に
より前年並みの営業が行える見
込みとなっている。
　スキー場施設の修繕やメンテ
ナンスにおいては、計画的な設
備保守を進めるための中・長期
的な計画の作成をお願いしてい
る。特に老朽の著しい圧雪車の
メンテナンス計画について早急
な対応が必要である。
　今後も大会等を積極的誘致
し、同地域にあるクロスカント
リー場とも連携を図り、大会競
技及び選手育成に特化したス
キー場としての方向性の検討を
行い、当スキー場の特徴を活か
した将来の経営戦略も含め、よ
り一層の経営努力をお願いした
い。

A

A

A

A

5

A

A

㈱長田組

B

　施設運営において、市内をは
じめ、岐阜・飛騨エリアの道の
駅や観光協会等各種団体と積
極的な連携を図り、五箇山全体
の窓口として施設利用者の拡大
に努力しているが、現在の施設
の2階大広間を有効利用するた
めの対策が必要となっている。
特に高齢者や障害者に配慮し
たエレベーター設置の要望があ
り、収益追求施設であることか
ら実現はかなり難しい現状であ
る。
　H23年度の収支の状況は、春
先の4～5月はキャンセル続きで
減収を余儀なくされたが、6月よ
りツアー入込等が増え、その後
何とか減収分をカバーし、計画
に沿った売上げの確保を見込
んでいる。しかし施設の入込客
が増えているのに、売上げが減
る状況が見受けられ、今後の課
題も発見された。
　施設全体が老朽化しており、
今後維持管理費が嵩むことが
予想されることから不用施設の
整理やテナント収入等の財源確
保に努めるなど、更なる経営努
力をお願いする。

A

A

A

観光課

上平観光開発㈱

観光課

A

　全国的にスキー場を取り巻く
経営環境は、昨年の震災やス
キー人口の減少等により厳しい
背景。Ｈ23年度は2年連続の豪
雪となり、県内スキー場の入込
が大きく落込む状況下で、高岡
方面からの学校関係利用が伸
びたことから、前年と比べ入込
客が増えている一方収入は減
少すると見込まれている。学校
関係の利用の需要はまだまだ
あるが、施設で受入れられる容
量が限られることやシーズンの
特定期間に予約が殺到する等
の制約があり、繁忙期と閑散期
の平準化に課題がある。
　レンタルスキー用品の更新や
充実によるサービスの向上や利
用者の拡大に向けての取組み
が評価できるが、スキー施設全
体の老朽化が課題となっており
圧雪車・除雪車も含め、適切に
対応できる維持修繕計画の策
定をお願いしている。今後、ＩＣ
からの利便性や世界遺産等周
辺観光地のＰＲを更に強化し、
ファミリー層や高岡地域等の高
速道路で便利になる小中学校
からの新たな誘客に繋がる戦
略的な経営努力をお願いする。

3

A

A

A

A

4

A

観光課

上平観光開発㈱

ﾀｶﾝﾎﾞｰｽｷｰ場等区分 評価項目 内　　　　　　　　容 配点

1 2

A

A

A

A

A A

A

A

A A

A

A

　利用者の拡大対策として、首
都圏の有名百貨店等の展示会
の出展や県外への出向宣伝と
してGS（ゴールデンシクスティー
ズ：黄金の60代）世代研究会へ
参加して全国的な商品広告活
動を展開し、全国的にTVや新
聞・雑誌等に数多く掲載される
など宣伝・広報活動に積極的に
取り組んでいる。
　施設の維持管理や収支状況
については、概ね適正に処理さ
れているが、非常時の対応マ
ニュアルの整備や非難訓練等
の実施をお願いする。

　平成23年度は東日本大震災
等の影響により、収益が大幅に
減少（特に外国人による体験収
入）しているとのことであり、国
内等における新規顧客の発掘
についても更なる努力をお願い
し、健全経営に努めてほしい。
　施設の維持管理等については
概ね適正に処理されている。そ
の他には、組織形態の移行（公
益法人）に向け、事務手続きを
進められているが、新しい組織
での施設管理や非常時の対応
（防災）マニュアル等の整理もお
願いする。

井波彫刻協同組合

井波彫刻総合会館

商工課

人的管理
能力

収支の状
況

維持管理
体制

サービス
向上対策

A

市民の平
等利用の
確保

平等利用
の確保

安定した
管理能力

施設の効
用の発揮

利用者拡
大対策 A
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平成２３年度　指定管理者モニタリング評価（担当課）

点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価

提案された内容と運営方針が一致するか 3

利用者に対し公平性が確保されているか 3
高齢者、障害者等の利用者への配慮がなさ
れているか 3

施設のＰＲの方法、頻度は適切か 3

ホームページ、パンフレット等は見やすいか 3
地域、ボランティア等との連携は図られてい
るか 3

サービス向上のための取組みは適切か 3
利用者の意見を把握し、それらを反映させる
取り組みがなされたか 3
利用者からの苦情に対する対応が十分に行
われたか 3

設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か 3

個人情報管理の程度は適切か 3

利用者の安全体制は適切か 3

収支状況について乖離はないか 3

自主事業に係る収支状況は適切か 3
収入の増加や経費の低減に向けた取り組み
がなされているか 3

職員の配置数は適正か 3

職員の研修は充実しているか 3
非常時における対応マニュアル等が作成さ
れているか 3

所管課の評価

市民の平
等利用の
確保

平等利用
の確保

施設の効
用の発揮

利用者拡
大対策

サービス
向上対策

維持管理
体制

安定した
管理能力

収支の状
況

人的管理
能力

農政課特産振興係

桜ヶ池自然活用施設「自遊の森」

トナミＧ・岸Ｇサービス企業体

A

A

　現在の地域情勢(近隣地域に
おける、レジャー施設・温浴施
設等の増加等)によって利用者
が減少する傾向にあるなか、地
域住民と共に「自遊の森」を活
気溢れる施設としようと活動して
いる取組は評価できる。
　地元中学校等にピザの体験
実習を取り入れ評価を受けてい
る。今後も引き続き継続して実
績をあげて欲しい。
　ワカサギ釣りに関しては、平成
23年度まで放流を続けていたが
実績がない為、市は平成24年
度から放流を中止する。ワカサ
ギ釣りに代わるメニューを取り
入れ、冬季の実績にも注力して
ほしい。

A

A

A

A

14

（財）利賀ふるさと

観光課 観光課

イオックスヴァルト企業組合

国民宿舎「五箇山荘」 五箇山合掌の里 イオックス・ヴァルト区分 評価項目 桜ヶ池クアガーデン利賀天竺温泉の郷配点

㈱長田組 （財）五箇山合掌の里

内　　　　　　　　容

㈱ジェイウイング

観光課

　全国的にスキー場を取り巻く
経営環境は、昨年の震災やス
キー人口の減少等により厳しい
背景。Ｈ23年度は2年連続の豪
雪となり、県内スキー場の入込
が大きく落込む状況下で、今
シーズンは営業が好調であった
昨シーズン並みの入込を達成
できる見込みとなったことは、経
営努力の成果と評価したい。
　利用者拡大や施設ＰＲにイ
メージキャラクターを導入し、
ファミリー層に的を絞ったゲレン
デ整備やスキープログラム等の
取組みが特に顕著に見受けら
れる。
　索道施設のメンテナンスにお
いては、自社独自で作成した整
備計画による維持管理を推進
する等、計画的な設備保守の取
組みが評価できる。
　今後、更なる県内外の小中学
校へのスキー教室開催会場とし
てのＰＲ、またグリーンシースン
の営業を強化し、将来の誘客に
繋がる取組みを行う等、引き続
き経営努力をお願いしたい。

観光課

A

A

8

A

A

観光課

ＩＯＸ－ＡＲＯＳＡスキー場等

医王ｱﾛｰｻﾞ㈱

　今年度の営業は、震災や豪雪
の影響による入込客の減少等
が懸念されたが、何とか昨年と
同様の水準を維持できる見込
みとなっている。
　協議会を組織し、スキー場周
辺施設や地元住民と連携協力
しての各種イベント開催や南砺
の食材をバーべキュー等で提
供、紹介し地産地消にも寄与す
るなど、アローザ村一帯として
のサービス提供を行う経営方針
の目的も十分達成されている。
　施設管理については施設建設
から20年近くが経過し、老朽化
が顕著になってきている施設で
はあるが、職員によるきめ細や
かな補修により適切な維持管理
が認められる。また、今後施設
の更新・修繕費の増加が予想さ
れるので、中・長期的なメンテナ
ンスや修繕・更新計画により実
施していく必要がある。
　自主事業については、バーべ
キューの食事メニューの開発や
花のイベント企画の拡大実施な
ど、より一層の経営努力をお願
いする。

10

A

A

A

A

A

11

A

A

　今年度の営業は、春から夏にかけ
震災等の影響もあり非常に低調で
あったが、9月より宿泊単価の値下
げ見直しを行い、その後利用者が伸
びてきている。更に冬場の2月実績
は昨年同時期から倍増し、顕著な回
復傾向が見られた。
　3年間の指定管理期間の最終年度
を迎え、施設に対する指定管理の考
えを今一度整理し、通常の運営管
理事業と自主事業の区分けを明確
にする必要があると考える。温浴施
設は、高齢者等の利用があり有効
に利用され、今後更なる発展が期待
できる一方、ＲＤＦ利用熱源供給施
設に対する負担が全体の経営を圧
迫、代替燃料への転換が必要であ
る。
　経営が厳しい中でも積極的なＰＲ
やパンフレットの自社作成、婚活イ
ベント、無料コンサート企画等行って
おり、中でもＨＰ更新やインターネッ
ト予約サイトの口コミによる集客に
特に力を入れていることが評価でき
る。
　施設では現状を踏まえ、財務体質
の改善、情報の共有、緊急時対応
の徹底、食事メニュー開発、遊休施
設活用、自主事業強化と更なる運
営管理のコスト削減に取組む予定と
なっており、今後は地域の人々の連
携、利用促進・増加対策も望まれ、
引続き経営努力をお願いしたい。

A

A

A

B

A

A

A

　施設の経営は、人間関係・人
とのつながりを重視し、四季
折々の食材を提供したおもてな
し、きどらない接客に重点をお
いて行われている。
　今年度の営業は、春4月から
秋11月にかけての期間は、ほ
ぼ前年度と同じ状況で推移した
ものの、2年続きの豪雪の影響
もあり、冬期間の12月から3月
の売上げは大きく減少し、最終
的な売上げも減少すると見込ま
れている。特に宿泊者の減少が
要因と考えられが、5月の連休、
御盆、正月の入込みを除けば、
震災等の影響は余りなかったと
考えられる。
　従前の施設経営の改善に加
え、施設が存在する利賀地域全
体の地域振興策を地域住民主
導で考え、指定管理者や行政
がそれを支えるための組織やし
くみづくりが急務であると考えて
いる。

A

A

12

A

A

BA

　世界遺産菅沼合掌造り集落に隣
接しており、将来大きく発展できる可
能性を秘めているが、施設が十分に
生かされていない現状がある。
　今年度は震災の影響もあり8月ま
では大変厳しい状態だったが、9月
以降秋の紅葉シーズンから回復傾
向となり、冬場のライトアップ時には
昨年を上回る来訪者で盛返し、入込
は前年並みとなる予定。
　例年、施設のＰＲ活動を全国の独
自コネクションを生かした年4・5回の
営業活動を展開し集客に繋げてお
り、今後も継続実施できるよう組織
人員の見直し等をお願いしたい。
　施設の維持管理においては、今後
の施設老朽化にも対応できるよう合
掌家屋の計画的な保守改修計画の
策定をお願いする。また運営方針に
ある合掌家屋を守り、後の世代に引
き継ぐための保全体制の拡充検討
もお願いすると同時に、現在、地元
や観光協会などの関係団体及び市
で協議検討されている「合掌造り集
落の未来を考える会」への積極的な
関わりをお願いし「世界遺産マス
タープラン」における施設の将来の
保存と開発や在り方に対する提言を
期待する。

A

A

　今年度当初は、震災等による影響
から施設利用者が極端に少なく、営
業の行く末が心配されたが、5月の
連休明けより徐々に回復し、最終的
には昨年より少し良い実績が見込
める状況となった。
　施設の運営は、地域づくりや収益
の還元等を意識した公共性の確保
にも配慮し、今後更に市を代表する
観光施設として発展していくことを目
指している。今年度、集客活動とし
て、県内報道各社を利用したＴＶＣＭ
製作等のＰＲ活動やＨＰのリニュー
アルを実施し、宿泊者の獲得に効果
が現れている。
　また、職員間の意思疎通に対する
ミーティングの充実や接客等マニュ
アル作成、類似施設での研修会等
を行いサービス体制強化にも積極
的に取組んでいる。
　施設管理においては、給排水衛生
や温浴等の設備が老朽化しており
更新が急務となっている反面、維持
管理費の増大が予想されることか
ら、中・長期的な更新計画や保守点
検計画の策定協議をお願いしたい。
今後、更なる食事メニューの研究や
宿泊パック等の企画商品の開発、
地域との連携による自主事業の導
入を図る等、より一層の経営強化と
努力をお願いする。

9

S

観光課

AS

A

A A

13

A

A

A A
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平成２３年度　指定管理者モニタリング評価（担当課）

点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価

提案された内容と運営方針が一致するか 3

利用者に対し公平性が確保されているか 3
高齢者、障害者等の利用者への配慮がなさ
れているか 3

施設のＰＲの方法、頻度は適切か 3

ホームページ、パンフレット等は見やすいか 3
地域、ボランティア等との連携は図られてい
るか 3

サービス向上のための取組みは適切か 3
利用者の意見を把握し、それらを反映させる
取り組みがなされたか 3
利用者からの苦情に対する対応が十分に行
われたか 3

設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か 3

個人情報管理の程度は適切か 3

利用者の安全体制は適切か 3

収支状況について乖離はないか 3

自主事業に係る収支状況は適切か 3
収入の増加や経費の低減に向けた取り組み
がなされているか 3

職員の配置数は適正か 3

職員の研修は充実しているか 3
非常時における対応マニュアル等が作成さ
れているか 3

所管課の評価

施設の効
用の発揮

利用者拡
大対策

サービス
向上対策

維持管理
体制

安定した
管理能力

人的管理
能力

区分 評価項目 内　　　　　　　　容 配点

市民の平
等利用の
確保

平等利用
の確保

福祉課社会福祉係

いなみ交流館「ラフォーレ」

㈱安達建設上平観光開発㈱ ケービックス㈱大阪支社

ふれあい温泉センター「ゆ～楽」くろば温泉

A

A

A
収支の状
況

ﾄﾅﾐｸﾞﾘｰﾝ㈱

城端温水プール井口体験交流センター等（ゆ～ゆうランド・花椿等）

AA

福祉課社会福祉係

福光プール等

㈱医王ｱﾛｰｻﾞ

　平成23年度より、営業部門を
強化するために、専属の従業員
を配置したことにより、微増では
あるが、昨年同期と比べ、施設
の利用客が増加傾向にある。
　さらには、食堂に対する利用
者のクレームに対応するため、
食堂の運営を直営にすることに
より、クレームが激減したこと
は、評価できる。
　今後、機械設備等老朽化によ
り、維持管理経費がますます増
加していくが、引き続き経営努
力をお願いいする。

A

A

A

　施設利用者拡大を目指し、金
沢市を中心に広域的にＰＲ活動
されている点は評価出来るが、
利用状況については、昨年２月
末までの利用数に対して３．６％
の減となっており、尚一層の経
営努力をお願いする。
　　また、施設の至る所に修繕
箇所が見受けられるので、利用
者に清潔感を与え、安心して利
用できる環境の整備をお願いし
たい。

18

A

A

生涯学習スポーツ課

A

A

A

A

A

観光課 生涯学習スポーツ課

㈱安達建設

　1階から2階食堂への階段手
摺を修繕し、施設利用者が安全
に利用できるよう対応されたこと
は評価できる。
　一方、冬場の施設利用者が急
激に減少していることから、直
営のレストランの利用拡大ととも
に、より一層の経営努力をお願
いしたい。

17

A

A

A

A

福祉課社会福祉係

A

　ウォーキングコースの変更を
行うなどして利便性を図ったり、
子育て支援室等との共同でベ
ビー教室を開催するなど、利用
者の増加を図ろうとする姿勢は
評価できる。
　施設管理の面においても、不
具合が起きた箇所については
速やかに修繕等の対応をし、清
潔で利用しやすい環境を整えて
いる。
　また、従業員のミーティングを
重ねたり、さまざまな職員研修
を開催するなど、安全管理の面
において従業員の資質向上に
積極的に取り組んでいる。今後
の継続をお願したい。

A

16

A

A

A

福祉課社会福祉係

A

A

A

A

　南砺市城端水泳協会城端支
部の事務局を勤めており、地域
振興にも寄与している。
　年末やGW時に県外のスイミン
グクラブ合宿を誘致し、一般利
用者に影響のない営業時間外
を開放している。
　笹川財団から「ウィークエンド」
補助を県内で唯一受けている施
設であり、着衣泳教室を開催し
ている。
　また、プールの監視体制は引
き続き強化していただきたい。
　今後は、利用者アンケートを
再開し、利用者の意見を取り入
れて運営に活かしてほしい。

19

A

A

南蟹谷中山間活性化施設(ぬく森の郷)

㈱ぬく森の郷

A

A

A

2120

A

　福光スポーツクラブと連携し教
室を開催することで、利用者増
を図っている。
　利用が多い冬場の屋内グラウ
ンドの利用については、大会制
限や休館日開館など、利用者
の平等利用に配慮した調整を
行っている。
　また福光地域小学校の水泳
教室の指導をし、施設のＰＲに
繋げていることや、多くの研修を
行い、職員の資質向上に取り組
んでいる点は評価できる。
　今後は、利用者アンケートを
再開し、利用者の意見を取り入
れて運営に活かしてほしい。

A

SA

　今年度の営業状況は、施設利用
が半径50kmまでの近隣の人々中心
であり、震災等による影響は特にな
かったと考えられ、入込みは4月より
徐々に増え続け、７月には黒字とな
り、昨年と比べても売上げのアップ
が見込める状況になっている。
　営業面では、石川県側の道路整
備によるアクセス向上効果による入
込増加が見込め、将来に向け明る
い兆しが見られる一方、新年度から
の事業計画等が以前の指定管理期
間と変わりないことや、広域ＰＲが無
く地域密着型のリピーター確保重視
の現状維持運営方針が見受けられ
る。
　しかし、将来の施設経営をより良
いものとするため、経営方針・接客・
サービスに対する経営者及び従業
員の意思統一、接客姿勢、利用者
からの意見や苦情に対する考え方
をしっかりと浸透させるための教育
体制が構築されており、利用者拡大
及びサービスの向上対策としても、
地域の文化遺産を利用した交流や
農家と連携した農産物直売を実施、
施設でバスをレンタルして大口利用
者に対するサービス等リピーター確
保の対策にも注力している部分は
評価できる。
　現在、施設利用者は増加傾向だ
が、更なる交流人口拡大や誘客を
推進し引続き経営努力をお願いした
い。

A

A

A

A

A

15
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平成２３年度　指定管理者モニタリング評価（担当課）

点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価 点数 項目計 評価

提案された内容と運営方針が一致するか 3

利用者に対し公平性が確保されているか 3
高齢者、障害者等の利用者への配慮がなさ
れているか 3

施設のＰＲの方法、頻度は適切か 3

ホームページ、パンフレット等は見やすいか 3
地域、ボランティア等との連携は図られてい
るか 3

サービス向上のための取組みは適切か 3
利用者の意見を把握し、それらを反映させる
取り組みがなされたか 3
利用者からの苦情に対する対応が十分に行
われたか 3

設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か 3

個人情報管理の程度は適切か 3

利用者の安全体制は適切か 3

収支状況について乖離はないか 3

自主事業に係る収支状況は適切か 3
収入の増加や経費の低減に向けた取り組み
がなされているか 3

職員の配置数は適正か 3

職員の研修は充実しているか 3
非常時における対応マニュアル等が作成さ
れているか 3

所管課の評価

施設の効
用の発揮

利用者拡
大対策

サービス
向上対策

配点

市民の平
等利用の
確保

平等利用
の確保

維持管理
体制

安定した
管理能力

収支の状
況

人的管理
能力

A

A

福祉課長寿係

福光福祉の家「光龍館」

南砺市社会福祉協議会

A

A

A

A

井波社会体育館等

アイウェーブ クラブJoy

A

A

26

福光スポーツクラブ

生涯学習スポーツ課

城南屋内グラウンド等区分 評価項目 内　　　　　　　　容

生涯学習スポーツ課

A

A

生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課

福野体育館等

ふくのスポーツクラブ

福光体育館等

A

S

　施設が老朽化しているにも関
わらずこまめにメンテナンスを実
施し、施設を利用して教室を開
催し利用者増を図るとともに、各
スポーツ団体の地域支部事務
局を勤めており、地域スポーツ
振興の拠点の場となっている。
　地域の企業と連携してスポー
ツ大会を2回開催するなど、イベ
ントを行っている。
　防災設備が井波中学校一体と
なっているため、合同で（施設利
用者含む）避難訓練を行ってい
る。
　今後は、利用者アンケートを
再開し、利用者の意見を取り入
れて運営に活かしてほしい。

A

A

25

A

A

A

A

A

A

24

A

A

A

A

AA

23

A

A

　施設が老朽化しているにも関
わらず、こまめなメンテナンスを
実施し、施設を利用して教室を
開催し利用者増を図るとともに、
各スポーツ団体の地域支部事
務局を勤めており、地域スポー
ツの拠点の場となっている。
　トレーニングルームは、多い日
で50人の利用がある。施設のＰ
Ｒ、設備のメンテナンスなどの努
力がうかがえる。
　今後は、利用者アンケートを
再開し、利用者の意見を取り入
れて運営に活かしてほしい。

22

A

　施設を利用して教室を開催し
利用者増を図るとともに各ス
ポーツ団体の地域支部事務局
を勤めており、地域スポーツ振
興の拠点となっている。
　利用者意見箱を設置し、意見
に対して、素早く対応し、回答は
館内に掲示している。
　城端地域で開催される全国規
模のスポーツ大会（ジュニアオリ
ンピックカップ大会・雪合戦）に
おいて、各種団体と連携し運営
等に協力している。
　来年度は、独自の研修を企画
されているので期待している。ま
た、管理施設が多いため、職員
確保をお願いしたい。

　施設の老朽化及び昭和54年
に指定している有形文化財でも
あることから、大規模改修は行
わないものの、高齢者の安全確
保のため、独自で危険箇所に手
すりや椅子の設置を行うなど評
価できる。
　社協管理の特性を生かし、ボ
ランティアの方々に四季折々の
活動をしていただくと共に、男性
の参加が少ない高齢者サロン
事業の展開をこれからも積極的
に実施していただきたい。
　また今後も、お楽しみ会、ゆず
湯、菖蒲湯などの利用者サービ
スの充実を図り、集客に努めて
もらいたい。

　各スポーツ団体の地域支部事
務局を勤めており、地域スポー
ツの拠点となっている。
　広報活動についても、市外の
企業へパンフレット配布、市内
宿泊施設と連携しての大学合宿
の誘致など施設利用促進に努
めている。
　施設管理においても、利用者
の利便性や事故防止のため、き
め細かく修理等を行い、良好に
保つよう努めている。
　施設利用者アンケート実施、
利用者のニーズを把握してい
る。今後も継続して利用者アン
ケートなどで利用者の意見を取
り入れてほしい。

A

-4-



評価項目と評価方法について（南砺市指定管理者モニタリング実施要領より抜粋） 

Ⅶ．モニタリング項目 

１．市民の平等利用の確保 
指定管理者が施設の設置目的を正しく理解し、適切に管理運営しているかを、申請

計画と実施内容との整合性を中心に確認する。具体的には次の事項となる。

（１）平等利用の確保 

①提案された内容と施設の運営方針が合致するか 

②利用者に対し公平性が確保されているか 

③高齢者、障害者の利用者への配慮がなされているか 

２．施設の効用の発揮 
 施設及び設備等の管理が適切になされ、施設の活性化に繋がるような利用者の拡大

方策、利用者へのサービス水準が申請計画と実施内容と比較し、提案どおり履行して

いるか確認する。

（１）利用者拡大対策 

①施設のＰＲの方法、頻度は適切か 

②ホームページ、パンフレット等は見やすいか 

③地域、ボランティア等との連携が図られているか 

（２）サービス向上対策 

①サービス向上のための取り組みは適切か 

②利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなされたか 

③利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか 

（３）維持管理体制 

①設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か 

②個人情報管理の程度 

③利用の安全体制は適切か 

３．安定した管理能力 
指定管理者が安定的なサービスの提供がなされているか、継続していけるかについ

て、施設管理に係る収支状況や指定管理者の財務諸表を通じ、申請計画と事業報告書

との比較等により評価する。

これらの評価に関しては、指定管理者が自己責任で行うことが基本であるが、市と

してあらかじめ不測の事態が発生することのないよう指定後の事業の安定性をチェッ

クしておくことは重要である。

（１）収支の状況 

①収支の状況について申請計画と事業報告書と乖離はないか 

（乖離している場合は、その原因を把握し対応されているか） 

②自主事業に係る収支状況は適切か 

③収入の増や経費の低減に向けた取り組みがなされているか 

（２）人的管理能力 

①職員の配置数は適正か 

②職員の研修は充実しているか 

③非常時における対応マニュアル等が作成されているか 



（３）指定管理者の経営状況（安定性分析） 

①指定管理者自体の経営が安定性しているか（貸借対照表、損益計算書） 

Ⅷ．評価方法 

前述のモニタリング項目について、当該公の施設の所管課において事業計画書と実施

状況と比較し、まず小項目毎（①②‥）に４段階評価による採点を行い、その点数をも

とに中項目毎（（１）（２）‥）の合計点数により「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ」の４段階評価を行

う。

（１）小項目毎の４段階評価による採点基準 

評価

レベル
点数 評価基準（考え方）

第１段階 ３点 目標や計画を上回る成果があったもの

第２段階 ２点 目標や計画どおりの成果があったもの

第３段階 １点
努力は認められるが、結果的に目標や計画を下回ってお

り、さらに努力が必要なもの

第４段階 ０点
目標や計画を下回っており、所管課の指導にも関わら

ず、改善努力が足りないもの

（２）小項目の合計点数による中項目毎の４段階評価基準 

評価結果 合計点数 評価内容

「Ｓ」評価
０点の項目がなく

合計点数８点以上

目標や計画を上回る成果があり、特に優れている

と認められる。

「Ａ」評価
０点の項目がなく

合計点数５～７点

目標や計画とおりの成果があり、適正であると認

められる。

「Ｂ」評価
０点の項目がなく

合計点数３～４点

目標や計画を下回る点があり、さらなる努力が必

要と認められる。

「Ｃ」評価 ０点の項目がある
管理運営に適切でない点があり、改善すべきと認

められる。

（３）所管課における評価 
所管課は、様式１「指定管理者モニタリング評点票」により、指定管理者の管理運

営に関する評価を実施し、毎年度９月末までにその結果を総務部総務課行革推進係に

提出するものとする。 

（４）指定管理者からの意見聴取 
 各所管課及び評価委員会は、必要に応じて評価の際に指定管理者から、さらなる利

用促進、サービス向上のための施設の改善、運営にあたっての自由度の確保など、制

度運用の改善に向けた意見を聴取するものとする。

（５）モニタリング結果の報告、公表（様式２） 
 モニタリングした結果を、様式２「管理運営状況の評価結果について」により、指

定管理者へ評価内容を報告するとともに市民に公表する。これにより公の施設でのサ

ービス水準を高めることが可能となり、市民の施設利用の満足度と制度導入の透明性

の向上を図る。

良い

要努力



指定管理者モニタリング評点票 

施 設 名

所 在 地

指定管理者

担当課名（問合先）

■評価表

評価項目（大・中・小項目） 点数 評価

１．市民の平等利用の確保

（１）平等利用確保

①提案された内容と運営方針が合致するか

②利用者に対し公平性が確保されているか

③高齢者、障害者等の利用者への配慮がなされているか

２．施設の効用の発揮

（１）利用者拡大対策

①施設のＰＲの方法、頻度は適切か

②ホームページ、パンフレット等は見やすいか

③地域、ボランティア等との連携は図られているか

（２）サービス向上対策

①サービス向上のための取組みは適切か

②利用者の意見を把握し、それらを反映させる取組みがなされたか

③利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか

（３）維持管理体制

①設備、備品、外溝等の管理の程度は適切か

②個人情報管理の程度は適切か

③利用者の安全体制は適切か

３．安定した管理能力

（１）収支の状況

①収支状況について乖離はないか

（乖離する場合の原因把握、対応は適切か）

②自主事業に係る収支状況は適切か

③収入の増加や経費の低減に向けた取り組みがなされているか

（２）人的管理能力

①職員の配置数は適正か

②職員の研修は充実しているか

③非常時における対応マニュアル等が作成されているか

【所管課の評価】

様式１ 



管理運営状況の評価結果について 

（施設名）は、指定管理者に選定された下記の団体が施設の管理運営を行っております。

施設の管理運営について協定内容の要求水準どおりに実施されているかを、事業報告書、

実地調査等により、下記のとおり評価しました。

施 設 名

所 在 地

指定管理者

団体名：

代表者：

住 所：

担 当 課 名

（問合先）

■評価表

区   分 評 価 項 目 評 価 結 果

市民の平等利用の確保 平等利用確保

施設の効用の発揮

利用者拡大対策

サービス向上策

維持管理体制

安定した管理能力
収支の状況

人的管理能力

【評価結果の内容】

「Ｓ」評価‥目標や計画を上回る成果があり、特に優れていると認められる。

「Ａ」評価‥目標や計画とおりの成果があり、適正であると認められる。

「Ｂ」評価‥目標や計画を下回る点があり、さらなる努力が必要と認められる。

「Ｃ」評価‥管理運営に適切でない点があり、改善すべきと認められる。

【所管課の評価】

【指定管理者評価委員会の意見】

様式２ 


