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䠒ᖺ⏕䜎䛷䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛タ䛷䛒䜚䚸Ꮫᖺ䜢㉸䛘䛶୍⥴䛻䠒ᖺ⏕䜎䛷䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛タ䛷䛒䜚䚸Ꮫᖺ䜢㉸䛘䛶୍⥴䛻䠒ᖺ⏕䜎䛷䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛タ䛷䛒䜚䚸Ꮫᖺ䜢㉸䛘䛶୍⥴䛻䠒ᖺ⏕䜎䛷䜢ཷ䛡ධ䜜䛶䛔䜛タ䛷䛒䜚䚸Ꮫᖺ䜢㉸䛘䛶୍⥴䛻䛷䛝䜛㐟䜃䛷䛝䜛㐟䜃䛷䛝䜛㐟䜃䛷䛝䜛㐟䜃䜔Ꮫ⩦䜔Ꮫ⩦䜔Ꮫ⩦䜔Ꮫ⩦

䛜䛜䛜䛜ᕤኵᕤኵᕤኵᕤኵ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯ᆅᇦὶᴗ䛸䛧䛶⪁ே䜽䝷䝤䜔Ꮚ䛹䜒䛸䛾䛚ᴦ䛧䜏䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯ᆅᇦὶᴗ䛸䛧䛶⪁ே䜽䝷䝤䜔Ꮚ䛹䜒䛸䛾䛚ᴦ䛧䜏䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯ᆅᇦὶᴗ䛸䛧䛶⪁ே䜽䝷䝤䜔Ꮚ䛹䜒䛸䛾䛚ᴦ䛧䜏䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯ᆅᇦὶᴗ䛸䛧䛶⪁ே䜽䝷䝤䜔Ꮚ䛹䜒䛸䛾䛚ᴦ䛧䜏

䛺䛹䜒ᐃᮇⓗ䛻⾜䜟䜜䜛䛺䛹䚸䛺䛹䜒ᐃᮇⓗ䛻⾜䜟䜜䜛䛺䛹䚸䛺䛹䜒ᐃᮇⓗ䛻⾜䜟䜜䜛䛺䛹䚸䛺䛹䜒ᐃᮇⓗ䛻⾜䜟䜜䜛䛺䛹䚸ඣ❺䛾ᴦ䛧䛔ᨺㄢᚋ䛾ᒃሙᡤ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹ඣ❺䛾ᴦ䛧䛔ᨺㄢᚋ䛾ᒃሙᡤ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹ඣ❺䛾ᴦ䛧䛔ᨺㄢᚋ䛾ᒃሙᡤ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹ඣ❺䛾ᴦ䛧䛔ᨺㄢᚋ䛾ᒃሙᡤ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹㻌㻌㻌㻌

㻌㻌㻌㻌 ඣ❺ඣ❺ඣ❺ඣ❺䛾䛾䛾䛾ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛ᆅᇦ䛷䜒䛒䜛䛯䜑䚸ᚋ䛾᥎⛣ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛ᆅᇦ䛷䜒䛒䜛䛯䜑䚸ᚋ䛾᥎⛣ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛ᆅᇦ䛷䜒䛒䜛䛯䜑䚸ᚋ䛾᥎⛣ῶᑡഴྥ䛻䛒䜛ᆅᇦ䛷䜒䛒䜛䛯䜑䚸ᚋ䛾᥎⛣䜢ὀど䛧䛺䛜䜙Ꮚ⫱䛶ᨭ䞉䜢ὀど䛧䛺䛜䜙Ꮚ⫱䛶ᨭ䞉䜢ὀど䛧䛺䛜䜙Ꮚ⫱䛶ᨭ䞉䜢ὀど䛧䛺䛜䜙Ꮚ⫱䛶ᨭ䞉

ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶ὶ䛾ሙ䛸䛧䛶Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸Ꮫᰯ䞉ᆅᇦ䛸䛾㐃ᦠ䛻䜘䜚䚸ᴗ䛾ᐇ䛸Ᏻᐃⓗ䛺タ㐠Ⴀᴗ䛾ᐇ䛸Ᏻᐃⓗ䛺タ㐠Ⴀᴗ䛾ᐇ䛸Ᏻᐃⓗ䛺タ㐠Ⴀᴗ䛾ᐇ䛸Ᏻᐃⓗ䛺タ㐠Ⴀ䛜ᅗ䜙䛜ᅗ䜙䛜ᅗ䜙䛜ᅗ䜙

䜜䜛䛣䛸䜜䜛䛣䛸䜜䜛䛣䛸䜜䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧䜎䛩䚹䜢ᮇᚅ䛧䜎䛩䚹䜢ᮇᚅ䛧䜎䛩䚹䜢ᮇᚅ䛧䜎䛩䚹㻌㻌㻌㻌
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䠐䠊⥲ᣓホ౯䝅䞊䝖㻌

ホ౯㡯┠㻌
タᢸᙜㄢ㻌

ホ౯㻌

ᣦᐃ⟶⌮⪅㻌

ホ౯㻌

同
呎
吪
吐
叏
ᥦ
౪㻌

㛤㤋᪥䚸㛤㤋㛫䚸⏝ᮇ㛫➼䛿Ᏺ䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠯䠯䠯䠯㻌㻌㻌㻌 䠯䠯䠯䠯㻌㻌㻌㻌

⏝⪅䜈䛾᥋㐝䚸᭹䚸䝃䞊䝡䝇➼䛿㐺ษ䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

⏝⪅䛻ᖹ➼䛜↓䛔䜘䛖ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

⏝ᩱ䛾ᚩ䚸ῶචᡭ⥆䛝➼䛿㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

ሗබ㛤䚸ಶேሗ䛾ಖㆤ➼䛿㐺ṇ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

ⱞ䜔せᮃ➼䛻ᑐ䛧䛶㐺ษ䛻ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

タ䛾┠ⓗ䛻ྜ⮴䛧䛯䝃䞊䝡䝇䞉ᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠯䠯䠯䠯㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌


タ
叏
⥔
ᣢ
⟶
⌮㻌

ᴗィ⏬᭩䚸ᇶ‽᭩➼䜢㑂Ᏺ䛧䛯⟶⌮䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠯䠯䠯䠯㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

㐺ṇ䛺ேဨ㓄⨨ཬ䜃⟶⌮యไ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

ሗ࿌᭩䛾ᥦฟ➼䚸ᕷ䜈䛾ሗ࿌䛿㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

ᨾ䚸⅏ᐖ䚸ᩆᛴ➼䛾యไ䛜ᩚഛ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠯䠯䠯䠯㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

እ㒊ጤク䛾ෆᐜ䛿㐺ษ䛷䛒䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

タഛ䚸ഛရ䛾⟶⌮䚸ಖᏲ⟶⌮➼䛿㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠯䠯䠯䠯㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

ಟ⧋䛿㐺ษ䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

┬䜶䝛䝹䜼䞊䚸┬㈨※➼䜈䛾㓄៖䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

⤒
㈝
➼㻌

ᨭண⟬᭩䛸ẚ㍑䛧䛶ᨭ≧ἣ䛿ጇᙜ䛷䛒䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

⤒㈝䛿⦰ῶ䛥䜜䚸䜎䛯䛿⦰ῶ䛻ྥ䛡䛯ດຊ䛿⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌 䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

ᑓ⏝䛾ཱྀᗙ䚸ᖒ⡙➼䜢ഛ䛘䚸㐺ษ䛻⤒⌮ົ䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛛䚹㻌 㻌㻌㻌㻌 㻌㻌㻌㻌䠝䠝䠝䠝㻌 䠝䠝䠝䠝㻌

⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌 䠝䠝䠝䠝㻌㻌㻌㻌

㻌

䈜⥲ᣓホ౯䝅䞊䝖༊ศ㻌

㻌
䐟ホ౯㡯┠㻌

䠯㻌 ༠ᐃ᭩䚸ᇶ‽᭩➼䛾㑂Ᏺ➼䛻ຍ䛘䚸䜘䜚ඃ䜜䛯䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

䠝㻌 ༠ᐃ᭩䚸ᇶ‽᭩➼䛾ἢ䛳䛯㐺ษ䛺䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

䠞㻌 ᴫ䛽༠ᐃ᭩䚸ᇶ‽᭩➼䛻ἢ䛳䛯䝃䞊䝡䝇䛜ᥦ౪䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸୍㒊䛻ㄢ㢟䛜䛒䜛䚹㻌

䠟㻌 ༠ᐃ᭩䚸ᇶ‽᭩➼䛻ἢ䛳䛯䝃䞊䝡䝇䛻䛴䛔䛶ᨵၿ䛩䜉䛝Ⅼ䛜ከᩘ䛒䜛䚹㻌

䐠⥲ྜホ౯㻌

䠯㻌 ホ౯㡯┠䛜䛶䠝௨ୖ䛛䛴༙ศ௨ୖ䛜䠯䛷䛒䜛䚹㻌

䠝㻌 ホ౯㡯┠䛜䛶䠝௨ୖ䛷䛒䜛䚹㻌

䠞㻌 ホ౯㡯┠䛻䠞䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㻌

䠟㻌 ホ౯㡯┠䛻䠟䛜ྵ䜎䜜䛶䛔䜛䚹㻌

㻌
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第２号様式 

平成平成平成平成    ２４２４２４２４    年度年度年度年度    指定管理業務総括評価票指定管理業務総括評価票指定管理業務総括評価票指定管理業務総括評価票    

施設担当課：施設担当課：施設担当課：施設担当課：    健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉    部部部部    家庭福祉家庭福祉家庭福祉家庭福祉    課課課課    

施 設施 設施 設施 設 名名名名        三沢市立上久保三沢市立上久保三沢市立上久保三沢市立上久保児童センター児童センター児童センター児童センター    

指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者指 定 管 理 者 名名名名        社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    三沢市社会福祉協議会三沢市社会福祉協議会三沢市社会福祉協議会三沢市社会福祉協議会    

指 定 期指 定 期指 定 期指 定 期 間間間間        平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日    

    

１．施設利用状況１．施設利用状況１．施設利用状況１．施設利用状況    

指標指標指標指標    当該年度数値当該年度数値当該年度数値当該年度数値    前年度数値前年度数値前年度数値前年度数値    増減理由等増減理由等増減理由等増減理由等    

    

利用児童数利用児童数利用児童数利用児童数    

    

15,98415,98415,98415,984人人人人    

    

15,11915,11915,11915,119人人人人    

登録児童の月平均２人の微増だ登録児童の月平均２人の微増だ登録児童の月平均２人の微増だ登録児童の月平均２人の微増だ

が、利用率が良く利用人数は、が、利用率が良く利用人数は、が、利用率が良く利用人数は、が、利用率が良く利用人数は、865865865865

人の増となりました。人の増となりました。人の増となりました。人の増となりました。    

    

利用者数利用者数利用者数利用者数        

    

582582582582人人人人    

    

748748748748人人人人    

    ひよこクラブ（幼児の親子ひよこクラブ（幼児の親子ひよこクラブ（幼児の親子ひよこクラブ（幼児の親子）や）や）や）や    

サークル（未就学児童の親子）の利サークル（未就学児童の親子）の利サークル（未就学児童の親子）の利サークル（未就学児童の親子）の利

用人数は、用人数は、用人数は、用人数は、166166166166人の減となりまし人の減となりまし人の減となりまし人の減となりまし

た。た。た。た。    

合計合計合計合計    16,56616,56616,56616,566人人人人    15,86715,86715,86715,867人人人人        699699699699人の増人の増人の増人の増    

    

２．収支２．収支２．収支２．収支状況状況状況状況    

収入科目収入科目収入科目収入科目    金額（千円）金額（千円）金額（千円）金額（千円）    支出科目支出科目支出科目支出科目    金額千円金額千円金額千円金額千円    

指定管理料指定管理料指定管理料指定管理料        11,21711,21711,21711,217    人件費人件費人件費人件費    13,12813,12813,12813,128    

利用料金利用料金利用料金利用料金    3,3,3,3,405405405405    維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費    44441111    

障害児分障害児分障害児分障害児分    1,4761,4761,4761,476    事業費事業費事業費事業費    4,6764,6764,6764,676    

繰越金繰越金繰越金繰越金    1,8001,8001,8001,800    その他その他その他その他    314314314314    

合計（①）合計（①）合計（①）合計（①）    17,89817,89817,89817,898    合計（②）合計（②）合計（②）合計（②）    18181818,,,,159159159159    

        収支差額（①－②）収支差額（①－②）収支差額（①－②）収支差額（①－②）    ----261261261261    

３３３３．総合評価に対するコメント．総合評価に対するコメント．総合評価に対するコメント．総合評価に対するコメント    

    

    

指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者    

    

    

    近年は毎年登録児童数増加に伴い、利用児童数の近年は毎年登録児童数増加に伴い、利用児童数の近年は毎年登録児童数増加に伴い、利用児童数の近年は毎年登録児童数増加に伴い、利用児童数の伸び伸び伸び伸びと共に障害児も増加していと共に障害児も増加していと共に障害児も増加していと共に障害児も増加してい

ますが、適正に対応いたしましたますが、適正に対応いたしましたますが、適正に対応いたしましたますが、適正に対応いたしました。。。。また、予算は協定に基づきまた、予算は協定に基づきまた、予算は協定に基づきまた、予算は協定に基づき適正に収支適正に収支適正に収支適正に収支いたしいたしいたしいたしましましましまし

た。た。た。た。    

運営は地域のボランティア運営は地域のボランティア運営は地域のボランティア運営は地域のボランティアの協力による「書道教室」をはじめ、隣接の三沢公園のの協力による「書道教室」をはじめ、隣接の三沢公園のの協力による「書道教室」をはじめ、隣接の三沢公園のの協力による「書道教室」をはじめ、隣接の三沢公園の

自然を生かし「三沢公園自然保護隊」として昆虫観察や公園の清掃活動自然を生かし「三沢公園自然保護隊」として昆虫観察や公園の清掃活動自然を生かし「三沢公園自然保護隊」として昆虫観察や公園の清掃活動自然を生かし「三沢公園自然保護隊」として昆虫観察や公園の清掃活動等により、事等により、事等により、事等により、事

業計画を良好に実施業計画を良好に実施業計画を良好に実施業計画を良好に実施できました。できました。できました。できました。    

また、土曜日や学校休業日は、７時３０分に３０分早く開館しております。また、土曜日や学校休業日は、７時３０分に３０分早く開館しております。また、土曜日や学校休業日は、７時３０分に３０分早く開館しております。また、土曜日や学校休業日は、７時３０分に３０分早く開館しております。    

    

    

施設担当課施設担当課施設担当課施設担当課    

    

児童館の設置目的の沿った事業計画により、適切に管理運営されており、児童の児童館の設置目的の沿った事業計画により、適切に管理運営されており、児童の児童館の設置目的の沿った事業計画により、適切に管理運営されており、児童の児童館の設置目的の沿った事業計画により、適切に管理運営されており、児童の

安心で安全な安心で安全な安心で安全な安心で安全な放課後の居場所となっています。放課後の居場所となっています。放課後の居場所となっています。放課後の居場所となっています。    

    １年生から６年生までを受け入れており、児童館１年生から６年生までを受け入れており、児童館１年生から６年生までを受け入れており、児童館１年生から６年生までを受け入れており、児童館がががが学年を超えた遊びの場となって学年を超えた遊びの場となって学年を超えた遊びの場となって学年を超えた遊びの場となって

おり、おり、おり、おり、自然環境を生かしたプログラム自然環境を生かしたプログラム自然環境を生かしたプログラム自然環境を生かしたプログラムやややや老人クラブ老人クラブ老人クラブ老人クラブの協力によの協力によの協力によの協力によるグランドゴルフ大会、るグランドゴルフ大会、るグランドゴルフ大会、るグランドゴルフ大会、

児童館祭りなど児童館祭りなど児童館祭りなど児童館祭りなど、、、、地域交流事業を組み込んだ事業計画となっています。地域交流事業を組み込んだ事業計画となっています。地域交流事業を組み込んだ事業計画となっています。地域交流事業を組み込んだ事業計画となっています。    

    今後も、学校・地域との連携により、事業の充実が図られることを期待します。今後も、学校・地域との連携により、事業の充実が図られることを期待します。今後も、学校・地域との連携により、事業の充実が図られることを期待します。今後も、学校・地域との連携により、事業の充実が図られることを期待します。    
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４．総括評価シート 

評価項目 
施設担当課 

評価 

指定管理者 

評価 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

開館日、開館時間、使用期間等は守られているか。 ＳＳＳＳ    ＳＳＳＳ    

利用者への接遇、服装、サービス等は適切か。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

利用者に不平等が無いよう対応しているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

利用料の徴収、減免手続き等は適正に行われているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

情報公開、個人情報の保護等は適正に行われているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

苦情や要望等に対して適切に対応しているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

施設の目的に合致したサービス・事業を行っているか。 ＳＳＳＳ    ＡＡＡＡ    

施
設
の
維
持
管
理 

事業計画書、基準書等を遵守した管理を行っているか。 ＳＳＳＳ    ＡＡＡＡ    

適正な人員配置及び管理体制となっているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

報告書の提出等、市への報告は適切に行われているか。 ＡＡＡＡ    ＡＡＡＡ    

事故、災害、救急時等の体制が整備されているか。 ＳＳＳＳ ＡＡＡＡ 

外部委託の内容は適切であるか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ 

設備、備品の管理、保守管理等は適切に行われているか。 ＳＳＳＳ ＡＡＡＡ 

修繕は適切に行われているか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ 

省エネルギー、省資源等への配慮がなされているか。 ＳＳＳＳ ＡＡＡＡ 

経
費
等 

収支予算書と比較して収支状況は妥当であるか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ 

経費は縮減され、または縮減に向けた努力は行われているか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ 

専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理事務を行っているか。 ＡＡＡＡ ＡＡＡＡ 

総合評価総合評価総合評価総合評価    AAAA    ＡＡＡＡ    

 

※総括評価シート区分 

 
①評価項目 

Ｓ 協定書、基準書等の遵守等に加え、より優れたサービスが提供されている。 

Ａ 協定書、基準書等の沿った適切なサービスが提供されている。 

Ｂ 概ね協定書、基準書等に沿ったサービスが提供されているが、一部に課題がある。 

Ｃ 協定書、基準書等に沿ったサービスについて改善すべき点が多数ある。 

②総合評価 

Ｓ 評価項目が全てＡ以上かつ半分以上がＳである。 

Ａ 評価項目が全てＡ以上である。 

Ｂ 評価項目にＢが含まれている。 

Ｃ 評価項目にＣが含まれている。 

 


