
全期モニタリング結果報告書 

児童館 
（くりのみ児童館を除く２６館） 

所 在 地 福井市 

所管課等 教育委員会事務局学校教育課放課後児童育成室 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 社会福祉法人 福井市社会福祉協議会 代表者 吉田 敏貢 

所在地 福井市田原１丁目１３番６号 フェニックス・プラザ１階 

 

２ 指定管理期間 

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日（第３期目） 

 

３ 施設の利用等の状況 

H23年度
導入６年目

H24年度
導入７年目

H25年度
導入８年目

H26年度
導入９年目

H27年度
導入１０年目

H28年度
導入１１年目

H29年度
導入１２年目

利用者数
(人)

325,089 317,028 341,676 347,916 346,669 57,701 52,959

前年度比
(人)

20,840 ▲ 8,061 24,648 6,240 ▲ 1,247 ▲ 288,968 ▲ 4,742

前年度比
(%)

6.8 ▲ 2.5 7.8 1.8 ▲ 0.4 ▲ 83.4 ▲ 8.2

第2期目 第3期目

 
   ※第 3 期目からの数値は、放課後児童会分を含まない。 

 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
H23 年度 
導入６年目 

H24 年度 
導入７年目 

H25 年度 
導入 8 年目 

H26 年度 
導入 9 年目 

H27 年度 
導入 10 年目 

H28 年度 
導入１１年目 

H29 年度 
導入１2 年目 

指定管理料 279,407 281,710 292,914 301,310 306,192 157,24５ 157,245 

※平成 28年度からの数値は、放課後児童会分を含まない。 

 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

全館の年間総利用者数が、1,500 人に館

数を乗じた人数を下回らないこと。 

平成29年度全期の総利用者数は52,959人で、1館平均2,036

人であったことから、目標を達成できている。 

自主事業を毎月１回以上行うこと。 

毎週木曜日に子育てひろばを実施しており、年間 1,005 回開

催した。1館あたり、毎月平均３回以上開催しており、目標

を達成できている。 

 

 

６ 利用者から寄せられた苦情・意見等及びその対応状況 
（職員の対応に関すること） 

内容：児童館に遊びに行っている子どもを１７時４０分に迎えに行ったら、館長や厚生員が後片付け 
をしており、館長から「１７時３０分までに迎えに来てほしい」と言われた。児童館は１８時 
までなのに、なぜそんなことを言うのか。 

対応：事務局職員が申し出人にお詫びし、児童館に確認するとともに、改善することを伝え、館長に 
事実確認を行った。館長は「閉館準備のため早く迎えに来るように伝えたが、改めます」と話 
した。また、館長から一般来館者の児童の保護者には、児童館の閉館時間は１８時ということ 
を改めてお知らせした。申し出人と思われる保護者の児童は、その後も遊びにきている。 

 



 
 

 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 
乳幼児とその保護者の利用促進 毎週木曜日の午前中に「子育てひろば」を開催し、子育て

相談や子育て講座などを開催した。 
 また、保健センターに依頼し、保健衛生推進員の赤ちゃん

訪問の際に、子育てひろばの周知チラシを配布した。 
一般来館児童の利用促進  土曜日を中心として、運動スポーツ、地域連携、季節伝統

などの地域の特性に応じた行事を年１０回以上行い、行事の

充実を図った。 

中学生の利用促進 中学生の部活動発表の開催や、中学生開放日を設け、児童

館利用の促進を図った。 

広報活動の充実  児童館だよりの自治会回覧、児童館パンフレットやチラシ

の配布、市社協の広報紙やホームページ、フェイスブックで

の児童館活動の紹介などを通して児童館活動の周知を図っ

た。 

 

８ 施設、設備の維持管理の状況 
項目 実施状況及び確認方法 

保守点検、運転、監視業務 
指定管理の責任において、浄化槽、消防設備、電気設備等の保守点検

を専門業者に委託し、実施した。 

清掃業務 各児童館で毎日実施している。 

保安警備業務 全児童館に緊急通報装置を設置し、緊急時の体制を整備している。 
市へ要望した結果、全児童館に防犯カメラが設置された。 

備品管理 指定管理者の指導のもと、館長が備品を管理している。また、指定管

理者で備品台帳を作成している。 

小規模修繕 小規模な修繕については、随時、指定管理者が実施している。 

 
９ 指定管理者のコメント 

季節伝統行事、地域の高齢者や青少年との交流を行うなど、世代間で交流できるような行事を行い、

利用の促進を図った。また、自主事業として乳幼児をその家族を対象に、子育てひろばを毎週開催した。

また、各館の中学生の利用促進として、中学生の部活動発表の開催や、中学生開放日を設けた。 
児童館を安心、安全に利用できるように、保守点検、修繕を行った。 
 

 
 
10 所管所属の所見 

 要求基準で示した項目については、大雪による閉館の影響がありながらも、達成することができてい

る。施設及び設備の維持管理業務についても、適正に実施されている。 
 また、地域と連携した行事や世代間交流行事を行い、地域とのネットワークを活かした運営がされて

いる。中学生の児童館利用促進に向けた取り組みを積極的に行っている点も評価できる。 
平成３０年度も引続き、児童館の利用促進と適正な運営業務に取り組んでもらいたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
11 指定管理者、施設所管所属の評価 

評価項目 視点 
評価 

方法 
指定管理者 所管所属 

（１）管理運営 

（ア）維持管理業務 保守管理 

・清掃、法令点検の確実な実施 

    5 5 ・点検名、実施回数等のリストの確認 

・関係書類の確認等 

保安業務 

・保安警備の実施状況 

    5 5 ・機械警備についての確認 

・職員による巡回警備の確認等 

備品管理 

・適正な備品管理、台帳の整理 

・市の備品と指定管理者の備品の区分け 

    5 5 ・現地調査で台帳と照合等 

（イ）運営業務 利用時間や休館日の設定状況 

・条例に基づいた営業内容か 

    5 5 ・業務日報等の確認等 

受付・承認・利用料金の収受と管理 

・一連の事務の適正な実施 

    5 5 ・関係書類や現地調査により確認等 

（ウ）報告業務 事業報告書や収支計画書等の提出状況 

・適正な時期、内容での提出 

    5 5 ・関係書類の確認等 

（２）サービスの内容 

（ア）利用促進の取組 PR 活動の推進 

・市政広報やマスメディアの活用 

・ターゲットを絞った PR 

    5 5 ・関係書類の確認等 

他施設や地域との連携 

・地域住民との交流 

・地域性を活かしたイベントの開催 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

（イ）サービス向上の

取組み 

利用者アンケートの活用 

・アンケートの積極的な実施 

・利用者の声の施設運営への反映 

    4 4 ・関係書類の確認等 

自主事業の実施状況 

・自主事業の積極的な実施 

・新規プログラムの開拓 

    5 5 ・事業報告書の確認等 

（ウ）要求基準の達成

状況 

あらかじめ設定した数値目標の達成度 

・利用者の増減等 

    5 5 ・事業報告書の確認等 

（エ）応募時の提案事

項の実施状況 

提案事項の実施状況 

・提案事項の確実な実施 

    5 5 ・事業報告書の確認等 

（３）安定性 

（ア）管理運営体制 職員の配置状況 

・正職員とアルバイトの配置バランス 

・有資格者の配置バランス 

・有資格者の適切な配置 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

労働関係法令の遵守 

・適正な労働条件、環境 

・休日の適正な付与 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・業務日報等の確認等 

職員の資質向上の取組み 

・定期的な研修の実施 

    5 5 ・関係書類の確認等 

（イ）法令等の遵守 

   個人情報の管理

状況 

・法令等に沿った管理運営 

・個人情報に関する研修の実施 

・マニュアルの有無 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

（ウ）安全・衛生対策 ・安全・衛生面への配慮 

・事故防止対策の有無 

・AED の適正な管理 

・食中毒防止のための対策 

    5 

 

5 ・現地調査で施設の確認 

・職員へのヒアリング等 

（エ）危機管理対策・

緊急時対策 

・緊急時（災害等）の対応ができる体制の整備 

・マニュアルの有無 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

（４）収支状況 

（ア）経理処理状況 ・一つの口座での会計 

・適正な内部監査体制 

    5 5 ・会計帳簿と金融機関口座の照合 

・監査結果の確認等 

（イ）経費縮減の取組

状況 

・光熱水費の削減 

・再委託費の適正な水準 

    5 5 ・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 合計    99 99  

 割合（合計／100 点満点） 99/100 99/100  

 



全期モニタリング結果報告書 

くりのみ児童館 
所 在 地 福井市グリーンハイツ９丁目１６５番地 

所管課等 教育委員会事務局学校教育課放課後児童育成室 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 社会福祉法人 竹伸会 代表者 竹内 文憲 

所在地 福井市大島町柳５０４番地 

 

２ 指定管理期間 

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日（第３期目） 

 

３ 施設の利用等の状況 

H23年度
導入６年目

H24年度
導入７年目

H25年度
導入８年目

H26年度
導入９年目

H27年度
導入１０年目

H28年度
導入11年目

H29年度
導入12年目

利用者数
(人)

7,200 8,550 9,683 9,733 11,202 1,471 1,323

前年度比
(人)

▲ 67 1,350 1,133 50 1,469 ▲ 9,731 ▲ 148

前年度比
(%)

▲ 0.9 18.8 13.3 0.5 15.1 ▲ 86.9 ▲ 10.1

第2期目 第3期目

 
※第 3 期目からの数値は、放課後児童会分を含まない。 

 

 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
H23 年度 
導入６年目 

H24 年度 
導入７年目 

H25 年度 
導入８年目 

H26 年度 
導入９年目 

H27 年度 
導入 10 年目 

H28 年度 
導入１１年目 

H29 年度 
導入 12 年目 

指定管理料 10,092 10,162 11,991 11,951 12,138 6,143 6,143 

※平成 28年度からの数値は、放課後児童会分を含まない。 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

利用者数の合計が 850 人を下回らない

こと。 
平成 29 年度の総利用者数は 1,323 人であり、目標を達成して

いる。 

自主事業を毎月１回以上行うこと。 
手話歌ダンス指導・地域の方を招いてのふれあいデー等を年

間 48回、月平均 4回実施している。 

 

 

６ 利用者から寄せられた苦情・意見等及びその対応状況 
（施設・設備に関すること） 
  なし 
 
（職員の対応に関すること） 
  なし 

 

 

 

 

 



 
 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 

利用促進に向けた広報誌の発行 「くりのみ児童館だより」を毎月発行 

お茶講座 月一回お茶講座を実施 

オカリナ教室 講師を招いて、オカリナ教室を開催 
また、毎週放課後に練習している 

バドミントン 月一回、地域の方からバドミントンを習っている 

ハロウィン 地域住民参加でハロウィンパーティ開催 

ボランティアさんとの交流 一緒に流しそうめんを楽しむ 

高齢者との交流 お招き会・触れ合いデー等を開催 
清水北デーホームへの参加等 

体操教室 講師を招いて体操を習う 

太鼓教室 講師を招いて和太鼓を習う 

障がい児との交流 竹伸会が運営するたけのこの家の障がい児との交流を図っ

ている 

未就園児との交流 福井市地域子育て支援センターすくすくキッズとの交流 

ダンス教室の開催 手話パフォーマンスグループ HANDSIGN による手話ダン

スワークショップを開催 

ダンスや和太鼓・オカリナの発表 地域の祭りや敬老会・文化祭等でステージ発表をする。また、

そのための練習をする。 

市や県の出前講座等の活用 「はぴねすダンス」のダンスや手話の講座、福井市について

学んだり、消費者教室を開催した 
 

 

８ 施設、設備の維持管理の状況 
項目 実施状況及び確認方法 

保守点検、運転、監視業務 
年 2 回保守点検を実施。消防設備の保守点検については、専門業者に

委託し、実施している。 

清掃業務 指定管理者の責任において毎日実施している。 

保安警備業務 緊急連絡用装置を設置し、緊急時の体制整備を図っている。 

備品管理 指定管理者の責任において備品台帳にて管理している。 

小規模修繕 指定管理者が実施している。 

 
 
 
 
 



 
 
９ 指定管理者のコメント 

児童の安全面に配慮しながら、管理運営に努めていきたい。 
 
 
 
 

 
 
10 所管所属の所見 

要求基準で示した項目については、大雪による閉館の影響がありながらも、達成することができてい

る。施設及び設備の維持管理業務についても、適正に実施されている。 
 地域と連携した行事や世代間交流行事の開催だけでなく、指定管理者が運営する障がい児施設との交

流会を開催するなど、社会的に意義のある取り組みを行っている点が評価できる。 
平成３０年度も引続き、利用促進を図りながら、適正な運営業務に努めてもらいたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
11 指定管理者、施設所管所属の評価 

評価項目 視点 
評価 

方法 
指定管理者 所管所属 

（１）管理運営 

（ア）維持管理業務 保守管理 

・清掃、法令点検の確実な実施 
5 5 

・点検名、実施回数等のリストの確認 

・関係書類の確認等 

保安業務 

・保安警備の実施状況 
5 5 

・機械警備についての確認 

・職員による巡回警備の確認等 

備品管理 

・適正な備品管理、台帳の整理 

・市の備品と指定管理者の備品の区分け 

5 5 

・現地調査で台帳と照合等 

（イ）運営業務 利用時間や休館日の設定状況 

・条例に基づいた営業内容か 
5 5 

・業務日報等の確認等 

受付・承認・利用料金の収受と管理 

・一連の事務の適正な実施 
5 5 

・関係書類や現地調査により確認等 

（ウ）報告業務 事業報告書や収支計画書等の提出状況 

・適正な時期、内容での提出 
5 5 

・関係書類の確認等 

（２）サービスの内容 

（ア）利用促進の取組 PR 活動の推進 

・市政広報やマスメディアの活用 

・ターゲットを絞った PR 

4 4 

・関係書類の確認等 

他施設や地域との連携 

・地域住民との交流 

・地域性を活かしたイベントの開催 

5 5 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

（イ）サービス向上の

取組み 

利用者アンケートの活用 

・アンケートの積極的な実施 

・利用者の声の施設運営への反映 

5 5 

・関係書類の確認等 

自主事業の実施状況 

・自主事業の積極的な実施 

・新規プログラムの開拓 

5 5 

・事業報告書の確認等 

（ウ）要求基準の達成

状況 

あらかじめ設定した数値目標の達成度 

・利用者の増減等 
5 5 

・事業報告書の確認等 

（エ）応募時の提案事

項の実施状況 

提案事項の実施状況 

・提案事項の確実な実施 
4 4 

・事業報告書の確認等 

（３）安定性 

（ア）管理運営体制 職員の配置状況 

・正職員とアルバイトの配置バランス 

・有資格者の配置バランス 

・有資格者の適切な配置 

4 4 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

労働関係法令の遵守 

・適正な労働条件、環境 

・休日の適正な付与 

4 4 

・関係書類の確認等 

・業務日報等の確認等 

職員の資質向上の取組み 

・定期的な研修の実施 
5 5 

・関係書類の確認等 

（イ）法令等の遵守 

   個人情報の管理

状況 

・法令等に沿った管理運営 

・個人情報に関する研修の実施 

・マニュアルの有無 

5 5 

・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

（ウ）安全・衛生対策 ・安全・衛生面への配慮 

・事故防止対策の有無 

・AED の適正な管理 

・食中毒防止のための対策 

5 5 

・現地調査で施設の確認 

・職員へのヒアリング等 

（エ）危機管理対策・

緊急時対策 

・緊急時（災害等）の対応ができる体制の整備 

・マニュアルの有無 
5 5 

・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

（４）収支状況 

（ア）経理処理状況 ・一つの口座での会計 

・適正な内部監査体制 
5 5 

・会計帳簿と金融機関口座の照合 

・監査結果の確認等 

（イ）経費縮減の取組

状況 

・光熱水費の削減 

・再委託費の適正な水準 
5 5 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 合計 96 96  

 割合（合計／100 点満点） 96/100 96/100  

 


