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明石市立高齢者ふれあいの里の管理運営状況(平成２７年度）について 
 

平成１９年４月から指定管理者制度を導入した明石市立高齢者ふれあいの里について、平成２

７年度における指定管理者による管理運営状況を報告します。 

 

１ 指定管理者 

(1)指定管理者 
大新東・ＳＤＨＳ・ＮＴＴファシリティーズ共同事業体 

(大新東株式会社・ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ㈱・㈱ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ共同事業体) 

(2)指定期間 平成２５年４月 1日～平成２８年３月３１日 

（3）指定管理料 

協定締結額  ７９，９６５千円    決算見込額  ８１，８０５千円 

（平成２６年度  協定締結額  ７９，９６５千円   

決算額  ８１，９２７千円） 

(4)管理体制 

・正社員１０人 

・正社員以外１４人(パート１４人） 

・合計２４人 

 

２ 評価項目 

（１）顧客満足度について 

①アンケート調

査等の実施状

況 

＜利用者アンケート（１１月２３日～１１月２８日実施）＞ 

・来館者を対象（回答数 ９０６件） 

 

＜自主事業参加者アンケート（９月～３月）＞ 

・自主事業「落語」参加者を対象（回答数 ４７件） 

質問項目 満足 普通 不満 

講座内容 ９８％ ２％ ０％ 

講師の対応 ９８％ ２％ ０％ 

・自主事業「ヨガ講座」参加者を対象（回答数 ６２件） 

質問項目 満足 普通 不満 

講座内容 ９７％ ３％ ０％ 

講師の対応 １００％ ０％ ０％ 
 

質問項目 満足 普通 不満 未回答 

職員の対応 ８３．１％ １６．７％ ０．１％ ０．１％ 

質問項目 ほぼ毎日 週２～３回 週１回 その他 

利用状況 ３４．９％ ３８．３％ １７．２％ ９．６％ 

②利用者からの

主な苦情とそ

の対応等 

・各施設の設備や備品の修繕に対する苦情、要望が多いが、利用者の安全

を確保するため、優先順位をつけ危険箇所から修繕している。 

・市民より、利用者の施設前車道の乱横断に対する苦情があり、担当課と連

携し、該当箇所に看板を設置し注意喚起をしたり、職員の見守り体制を強化

するなどの対応を行った。 

福祉部高年介護室 
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所管課コメント 

・アンケート結果から、職員の対応について「満足」が８３．１％（平成２６年度

８０．６％）で前年より満足度が上がっており、職員の対応力の向上が認めら

れる。 

・自主事業参加者の評価についても、「満足」が９０％を超えており実施事業

の充実が認められる。 
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（２）事業達成度について 

①事業・業務の

実施状況 

＜運営業務＞ 

開館日 休館日及び開館時間 

月曜日－土曜日 

３０７日 

 

休館日：日曜日、年末年始 

開館時間：９時～１６時 

（７～８月：１６時半まで） 

 

＜維持管理業務＞ 

清掃及び日常の保守・点検は自営で実施し、その他法令・定期点検等

は設備責任者がメーカー及び専門業者と連携して実施した。 

 

利用者の安全確保のため、シャンデリアの撤去、階段踊り場漏水修

繕、外壁修繕などを実施した。 

＜自主事業＞ 

事業計画どおり８事業を実施 

健康相談 

月２回実施（大久保のみ月４回） 

中崎     ２４回 （   ４９２名参加） 

大久保    ４８回 （１，４８５名参加） 

魚住     ２４回 （   ７６８名参加） 

二見     ２４回 （   ６８３名参加） 

合計：３，４２８名参加 （Ｈ２６：３，５２４名参加） 

健康体操 

毎日実施し、週１回は専門インストラクターによる指導 

中崎    ３０７回 （１０，３７１名参加） 

大久保   ３０７回 （３２，５６２名参加） 

魚住    ３０７回 （１４，２６５名参加） 

二見    ３０７回 （１２，１９８名参加） 

合計：６９，３９６名参加（Ｈ２６：７０，０１２名参加） 

ヨガ講座 
中崎   全１０回             （２５２名参加） 

二見   全１０回講座を２回実施   （３７９名参加） 

びっくり箱 
昔懐かしい曲を歌い楽しむ参加型の企画 

大久保  全１２回 （１，２１９名参加） 

初心者 

囲碁講座 
魚住    全１０回 （１０５名参加） 

健康推進 

ウィーク 

体力測定、骨密度測定、健康相談、栄養相談を実施 

中崎     １０月１９日（ ６４名参加） 

大久保    １０月２２日（１０７名参加） 

魚住     １０月２１日（ ５８名参加） 

二見     １０月２０日（ ５７名参加） 

合計：２８６名参加 
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シナプソロ

ジー 

介護予防の一環として‘脳トレーニング’を月２回実施 

全館                （２，３３３名参加） 

落語 

中崎                    （３４名参加） 

大久保                   （６５名参加） 

二見                   （１１７名参加） 

 

＜その他業務＞ 

・職員研修として、初級手話研修を実施した。 

・１２月には「ゆず湯」風呂を提供し、好評を得た。 

 

②施設等の利用

状況 

＜利用者数＞ 

 年間利用者数 年間開館日数 

中崎 
２８，２５９人 

(H26 30,070人) 

３０７日 

（Ｈ26 306日） 

大久保 
６１，３６４人 

(H26 60,590人) 

３０７日 

（Ｈ26 306日） 

魚住 
３６，９９５人 

(H26 35,925人) 

３０７日 

（Ｈ26 306日） 

二見 
２３，２０４人 

(H26 22,898人) 

３０７日 

（Ｈ26 306日） 

合計 
１４９，８２２人 

（Ｈ26 149,483人） 

１，２２８日 

（Ｈ26 １，２２４日） 

＜施設の利用状況（団体利用）＞ 

施設 利用者数 利用件数 

中崎 集会室 １，９６９名 １４６件 

大久保 集会室 ６，６６９名 ５４９件 

魚住 
集会室（洋） １８９名 ２１件 

集会室（和） １，５６６名 １５４件 

二見 
作業室 １，８２８名 １３５件 

その他 １，６８４名 ２４５件 

合計 １３，９０５名 １，２５０件 
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所管課コメント 

・維持管理業務については、きめ細かな日常の安全点検及び修繕により利

用者の安全確保が図られている。 

・自主事業については、ヨガ講座全１０回の講座２回を３回に増やしたり、新

規メニューを企画したり、内容の充実を図るなど、利用者を増やす取り組み

を行っている。 
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（３）事業収支について 

①収支状況 

＜収支状況＞ 

収入総額 ８１，８０６千円 
指定管理料  79,965千円 
その他      1,841千円 

支出総額 ７３，１８５千円 

人件費     44,313千円 
管理費     16,987千円 
事業費       377千円 
一般管理費   5,142千円 
その他      6,366千円 

収  支 ８，６２０千円 （Ｈ２６   ３，１０４千円） 
 

所管課コメント 
・収支状況については、人件費及び一般管理費の支出減により前年度に比

べ増益となったが、概ね適正に処理されている。 

 

３ その他評価の参考となる特記事項 

・兵庫県立大学看護学部の一年生８０名を受け入れ、「コミュニティヘルスケア実習」として、２日

間の体験実習に協力した。 

・消防署と連携し、各館年２回の消防訓練の中で、利用者参加の消火器操作訓練を実施した。

また、市のシェイクアウト訓練にも参加するなど、安全対策について取り組んだ。 

・自主事業については、新たな企画として、認知症予防に効果があるとされる脳トレーニング「シ

ナプソロジー」を全館で実施したり、ヨガ講座の回数を増やすなど、介護予防、健康増進につな

がる取り組みを行った。 

 

４ 所管課総合評価 

利用者アンケートの満足度では概ね良好な結果が得られ、利用者ニーズに応えた自主事業

内容の結果、参加者アンケートの満足度も高く、事業達成度については高く評価できる。 

また、収支状況についても概ね適正であると認められるとともに、職員研修、個人情報保護

や安全対策など、適正に実施されている。 

超高齢化社会を迎え、時代のニーズに即した認知症予防をはじめ、介護予防や健康増進に

つながる取り組みを積極的に行っていることは、高く評価できる。 

以上のことから、平成２７年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされていると

判断する。 

今後とも、市の責任において適正かつ必要な指導・監督に努め、さらなる顧客満足度の向上

のため、良好な管理・運営に向けた継続的な改善を求めていく。 

 


