
福岡市市民福祉プラザに係る指定管理業務評価書 

 

 

 

１ 評価対象施設 

  福岡市市民福祉プラザ（福岡市中央区荒戸３丁目３番 39号） 

 

 

２ 指定管理者 

  福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体 

 

 

３ 指定管理期間 

  平成 31年４月１日～令和６年３月 31日 

 

 

４ 評価委員会 

（１）開催日時 

   令和４年 10月 25日（火） 午前 10時～11時 30分 

 

（２）委員数 

   ５名 

 

（３）評価対象期間 

   平成 31年４月１日～令和４年３月 31日 

 

（４）評価の実施方法等 

   「福岡市市民福祉プラザに係る指定管理業務の評価実施要領」に基づき実施する。 

 

（５）評価結果 

   「福岡市市民福祉プラザに係る指定管理業務評価表（令和元～３年度）」のとおり。 



福岡市市民福祉プラザに係る指定管理業務の評価実施要領 

１ 指定管理業務に係る評価の基本的な考え方 

(1) 悪いところを発見する・検査する視点でなく、今後の管理運営の更なる向上につながる視点で評

価を行う。

(2) 評価は指定管理業務の範囲のみで行う。

(3) 評価は絶対評価により行う。

２ 評価の実施方法 

評価は、以下の手順により、指定管理評価シート等により実施する。 

(1) 指定管理者による自己評価

指定管理者は、毎年度終了後、ア及びイによる評価方法に基づき、指定管理者評価シートの「指

定管理者の自己評価」欄に評価を記載し、事業報告書、指定管理者評価シート等を添付した上で、

市へ提出する。 

ア. 評価項目毎に以下の基準により評価点数を付す。

評価点数 判断基準 
アンケートの結果（Ⅳ-①）

（「良い」と答えた割合）

５ 特に優れている 85パーセント以上 

４ 優れている 70～84パーセント以上 

３ 普通 55～69パーセント以上 

２ 改善を要する 40～54パーセント以上 

１ 抜本的な改善を要する 39パーセント以下 

※評価は、上記のような加点方式のほか、評価項目に応じて、減点方式を併用するなどして

工夫すること。

イ. 最後に全ての項目に対する評価を総じて「総合評価」とする。

評価判定 評 価 ２(1)アの評価点数の合計 

Ａ 極めて良好な施設の運営状況である 90点以上 

Ｂ 良好な施設の運営状況である 75～89点 

Ｃ 施設の運営に支障がない状況である 60～74点 

Ｄ 施設の運営に課題のある状況である 50～59点 

Ｅ 指定の見直しを含め運営の改善を要する状況である 49点以下 

(2) 市による評価

市は、毎年度終了後、指定管理者から事業報告書、指定管理者評価シート等の提出を受けた後、

当該年度の指定管理の状況について、提出された事業報告書等に基づき評価を行う。その具体的

な実施方法等は以下のとおりとする。

ア. ２(1)ア及びイの評価方法に基づき、指定管理者評価シートの「所管課の評価」欄に評価を

記載し、指定管理者へ送付する。

イ. 評価委員会による評価を行う場合には、事業報告書、指定管理者評価シート等の関係書類を

評価委員会へ提出する。

※指定管理者による自己評価及び市による評価は、評価委員会による評価にあたっての参考

資料とし、評価委員会による評価方法は２(3）によるものとする。

ウ. 指定管理者の指定期間が終了し、その後、指定管理者が交代した場合には、前年度までの指

定管理者に対する評価は市による評価までとし、当該評価は新たな指定管理者の管理運営の

参考とする。 



(3) 評価委員会による評価

評価委員会は、指定管理期間中 1回以上実施することとし、指定管理者へのヒアリング等を基に、

指定管理者が良好な施設の管理運営に努めているかを評価し、その結果を意見として市に提出す

る。 その具体的な実施方法は以下のとおりとする。

ア. 事業報告書等の関係書類に基づき、指定管理者からヒアリングを行う。ヒアリング後、委員

毎に、下記の評価方法に基づき、「指定管理業務評価表」により評価を行う。

○「１ プラザ事業」、「２ 施設の管理」、「３ 施設の維持及び補修」、「４ 管理運営体制」、

「５ 経理関係」の評価判定

評価判定 評 価 

Ａ 極めて良好な施設の運営状況である 

Ｂ 良好な施設の運営状況である 

Ｃ 
指定管理業務に係る必要な水準を満たしておらず、施設の運営改善を要す

る状況である 

○総合評価の評価判定

評価判定 評 価 

Ａ 

「１ プラザ事業」、「２ 施設の管理」、「３ 施設の維持及び補修」、「４ 管

理運営体制」、「５ 経理関係」の項目のうち、Ａ評価の項目数が過半数を

超える場合 

Ｂ 「評価判定Ａ」及び「評価判定Ｃ」に該当する評価以外の場合 

Ｃ 

「１ プラザ事業」、「２ 施設の管理」、「３ 施設の維持及び補修」、「４ 管

理運営体制」、「５ 経理関係」の項目のうち、Ｃ評価の項目数が過半数を

超える場合 

イ. 各委員が評価した「指定管理業務評価表」を基に協議を行い、評価委員会における最終評価

として取りまとめ、市へ提出する。

３ 評価の公表等 

（1）公表

評価結果については、指定管理者に通知するとともに、市のホームページにて公表する。なお、

ホームページでの公表は、公表開始日より１年間とする。

（2）措置

指定管理業務に係る必要な水準を満たしておらず、施設の運営改善を要する状況である場合、市

は指定管理者に対し、すみやかに改善要求を行う。

（3）指定管理者による措置対応

指定管理者は、市から改善要求を受けた場合、当該改善要求に基づき改善計画書を提出し、この

計画に基づき改善を実施する。



内容 【参考】評価内訳

自主事業 1 指定管理者の提案による独自の取組を企画・実施している。

調査・研究 2 福祉に対するニーズや推移に関する調査・研究が行われている。

連絡調整 3 プラザ入居団体や団体連絡室利用団体等との連絡調整が十分に行われている。

福祉図書等 4 福祉に関する必要な図書等を整備するとともに，視覚障がい者等にも配慮している。

5 市民を対象とした研修等を行うなど，福祉啓発に努めている。

6 市民に対し，広報紙やホームページ等により，プラザの情報を適切に提供している。

サービス向上 7 利用者アンケートを実施するなど，サービス向上に向けた取組を実施している。

Ａ評価：４名
Ｂ評価：１名

8 利用許可・制限を適切に実施している。

9 使用料の徴収・減免を適切に実施している。

10 会議室，研修室等の貸出や駐車場の管理運営を適切に行うとともに，利便性の向上を図っている。

11 施設における事故等について，本市への必要な報告が遅滞なく行われている。

Ａ評価：４名
Ｂ評価：１名

12 協定書に従い，建築物・施設の保守管理が適切に行われている。

13 協定書に従い，清掃，警備，衛生管理等が適切に行われている。

14 事故防止及び利用者や職員の安全確保に努めている。

15 省エネルギーなど，環境への配慮がなされている。

修繕 16 軽微な修繕への対応及び，大規模修繕に伴う市との協議が適切に行われている。

Ａ評価：４名
Ｂ評価：１名

職員配置 17 管理運営に支障がない勤務体制となっている。

研修 18 職員に対し，接遇，福祉啓発等の研修等を行い，資質向上が図られている。

防犯・防災対策 19 マニュアルを策定し，避難・救出等，必要な訓練を定期的に行っている。

苦情対応 20 利用者からの苦情等に対し，誠実に対応している。

個人情報保護 21 個人情報保護体制を整え，必要な措置を講じている。

Ａ評価：５名
Ｂ評価：０名

経理事務 22 経理規定・諸帳簿を整備し，適切に処理されている。

予算執行 23 予算の執行が適切に行われている。

報告 24 協定書に従い，事業報告書等の作成が適切になされている。

Ａ評価：５名
Ｂ評価：０名

Ａ

市民に向けた啓発をお願いします。

啓発・広報

評価委員会最終評価

Ａ１　プラザ事業　評価（A～Ｃ）

特記事項

総合評価（Ａ～Ｃ）

福岡市市民福祉プラザに係る指定管理業務評価表（令和元～３年度）
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福岡市市民福祉プラザに係る指定管理者評価委員会 

＜議事要旨＞ 

 

１ 日時  

令和４年 10月 25日（火）午前 10時～11時 30分 

 

２ 場所  

福岡市市民福祉プラザ４階 402会議室 

  

３ 出席者  

(1) 委員（五十音順）  

赤木 保之  委員 

今泉 忠   委員 

棚町 立子  委員 

宮本 政智  委員 

栁 竜一   委員 

(2) 事務局 

福祉局地域福祉課長        久田 惣介 

福祉局地域福祉課 地域共生係長  岩藤 大介 

  福祉局地域福祉課 地域共生係   梅木 千聖 

                   河野 進 

 

４ 会議次第 

(1) 開会 

(2) 委員及び事務局紹介 

(3) 会議の取扱い 

(4) 委員長選出 

(5) 議題 

① 評価について 

② 指定管理者へのヒアリングについて 

③ 評価委員会の評価についての協議 

(6) 閉会 

 

５ 議事概要 

項  目 発言者 要  旨 

(1)開会 
事務局 

＜事務局にて議事進行＞ 

＜地域福祉課長挨拶＞ 

(2)委員及び事務局紹介 事務局 ＜委員紹介・事務局紹介＞ 

(3)会議の取扱い 事務局 ＜会議の内容及び会議の公開・非公開を説明＞ 

(4)委員長選出 事務局 ＜委員長は赤木委員を選出＞ 
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(5)議題 

 ①評価について 

 

事務局 ＜評価の対象及び評価の実施方法等を説明＞ 

＜指定管理者入室＞ 

②指定管理者へのヒア

リングについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定管理者 ＜指定管理業務の状況等について説明＞ 

委員 
市民福祉プラザでインターネット回線が導入され

たのは、今年の 5月、6月以降か。 

指定管理者  有線の回線については、その通りである。 

委員 
 改善を有難く思っている。201会議室もネット環境

が整備されているのか。 

指定管理者  整備されている。 

委員 

 防犯防災等の関係で、以前、団体宛に不審物か判

断できない物品の送付があった（実際は贈呈品であ

った）。今度も同様のケースが発生することもあるの

ではないか。 

指定管理者 
 不審な事案に対しては、代表者の連絡先等を把握

しているため、適宜確認の上、対応していく。 

委員 
 アルツハイマー月間などに、図書室で関連した専

門の書籍を手前の方に掲示しており、よかった。 

委員 
 課題や問題点、今後の改善点について、教えてほ

しい。 

指定管理者 

 全般的な運営面の課題としては、コロナ下の影響

で、貸室が定員いっぱいで使われることがなくなっ

ているなど、従来の貸室の使い方から変わってきて

おり、部屋の大きさと利用人員のミスマッチ等もあ

ることから、利用ニーズに合わせた有効な活用方法

を考えていく必要があると感じている。 

 また、共有スペースの利用について、感染防止と

交流の場としての活用のバランス、様々な立場の方

の利用があることを利用者自身にも、それぞれご理

解いただくことが難しい。 

 事業についても見直す点等があると思っている

が、まずは運営面を課題と感じている。 

委員 

 緊急事態宣言等で市民福祉プラザが閉館となって

いた際に、市からの委託で実施している電話相談の

部屋が使用できなかった。感染リスクのない電話相

談のみであるため、そのような場合は、入館できる

ようにしてもらえないか。 

指定管理者 
 今後、指定管理者の方から福岡市の方に協議させ

ていただきたい。 
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委員 
 障がい関係の相談だけでなく、個人の高齢者等の

相談窓口にもなっているのか。 

指定管理者 

 ３階にある介護実習普及センターでは、障がいの

ある方だけではなく高齢者の方の様々な福祉機器も

あり、住宅改造等の相談も受けている。また、市民

福祉プラザには様々な福祉団体が入居しており、団

体がそれぞれに相談窓口を設けている。 

それぞれの相談窓口で、連携、協力できるように

しており、年１回の相談員研修の際には、お互いが

どういったことを相談しているのかも含めて、情報

交換を行うなどしている。 

委員 
 どこに相談したらよいのかと悩む声が多いため、

相談窓口について、広がっていけばよいと思う。 

委員 

 利用者からの歯磨きに関する意見を掲示している

が、それに対する回答は掲示しないのか。 

歯磨き用の別の部屋等を用意したのか。 

指定管理者 

 ご意見をいただいた方への回答としては、物理的

に、現時点ではやむを得ず、ご理解いただきたいと

いうことで、回答を掲示している。 

入居団体職員を指してのご意見だと思うため、入

居団体の連絡会で共有し、黙って磨く「黙磨」と掲

示し、黙って歯を磨いて、さっとスペースをお客様

に空けるということを、徹底するようにしている。 

委員 
 「黙磨」と掲示しており、視覚的に対応していて

良い。 

指定管理者 
 利用者からのご意見も十分に理解できるため、引

き続き、策を検討していきたい。 

委員  昼の休憩時間をずらしてはどうか。 

指定管理者 

 昼休みも随時、相談等を受けているため、なるべ

く休憩時間はずらしているが、混雑している時間帯

もあるため、そのあたりも含めて、ご意見として、

また内部で検討していきたい。 

委員 

 講座について、多くの方が参加できるよう、定員

オーバーしている人気な講座は回数を増やし、また、

新たにニーズのありそうな講座を検討していただき

たい。 

委員 
常駐している職員は、２名から６名が常勤とのこ

とだが、正職員の方は何名体制なのか。 

指定管理者 
 ２名から６名というのは、１階の管理事務室と図

書室を指しており、旭商会の機械設備の担当が別に
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いる。管理事務室と図書室は、社会福祉協議会の職

員になり、正職員は現在２名であと７人が非正規職

員である。シフトを組んでいるため２名から６名、

かつ旭商会の受付の方が一部入っており、その業務

を補助してもらっている。 

委員  正職員が２名で非常勤の方が７名か。 

指定管理者 

 その通りである。また、現場責任者が、社会福祉

協会の事務室にいるため、サポートに出ることもあ

る。 

＜指定管理者退室＞ 

③ 評価委員会の評価に

ついての協議 
＜各委員による評価後，委員会としての最終評価を協議＞ 

(6)閉会 

事務局 

本日、いただいたご意見等については、今後、指

定管理者と協議しながら、管理運営の更なる向上を

図るものとなるように努めていきたい。 

以上をもって、福岡市市民福祉プラザに係る指定

管理者評価委員会を閉会する。 
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