
施設名

所管課評価 指定管理者
自己評価（コメント）

所管課評価 指定管理者
自己評価（コメント）

所管課評価 指定管理者
自己評価（コメント）

期末評価 所管課
コメント

指定管理者
自己評価（コメント）

定

量

的

B

期間内実施
定期清掃（1センター）、昇降機（14セン
ター）、空調設備（14センター、1地区
会館）、自家電（11センター）、北野
ホール移動椅子、自動扉（14セン
ター）
※なお、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため市民センターを休館したこ
とにより、一部の定期清掃は時期を変
更して行うこととした。

B

期間内実施
定期清掃（12センター）、昇降機（14セ
ンター）、空調設備（14センター）、自
家電（11センター）、北野ホール舞台、
音響、照明設備、消防設備（11セン
ター、14地区会館）
※なお、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため市民センターを休館したこ
とにより、一部の定期清掃は時期を変
更して行った。また、未実施部分につ
いては今後行っていく。

B

期間内実施
定期清掃（14センター）、昇降機（13セ
ンター）、空調設備（13センター、1地区
会館）、自家電（11センター）、自動扉
（13センター、1地区会館）

※新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、市民センターを休館したことによ
り、一部の定期清掃は時期を変更して
行った。なお、契約回数については変
更していないため、未実施部分につい
ては年度内に終了する予定。

B

期間内実施
定期清掃（15センター）、昇降機（14センター）、空
調設備（12センター）、消防設備11センター、14地
区会館）、自動扉（14センター、1地区会館）、自家
電（11センター）、北野ホール舞台設備、音響設
備、照明設備

管理業務の実施に係る固有の銀行口座を開
設しているか
【確認資料例：銀行口座】

B
徴収した利用料金等について、市民センター毎
に開設した口座に原則週2回（火・金）入金し、
適切に管理した。

B
徴収した利用料金等について、市民センター
毎に開設した口座に原則週2回（火・金）入金
し、適切に管理した。

B
徴収した利用料金等について、市民センター毎
に開設した口座に原則週2回（火・金）入金し、
適切に管理した。

B
徴収した利用料金等について、市民センター毎に
開設した口座に原則週2回（火・金）入金し、適切に
管理した。

資金の適正な管理と経理内容の明確化が図
られているか
【確認資料例：独立した会計帳簿】

B 財団の会計処理規定に基づき、財団内会計シ
ステムにて事業毎に管理した。

B 財団の会計処理規定に基づき、財団内会計シ
ステムにて事業毎に管理した。

B 財団の会計処理規定に基づき、財団内会計シ
ステムにて事業毎に管理した。

B 財団の会計処理規定に基づき、財団内会計シス
テムにて事業毎に管理した。

利用料金、使用料の徴収は適正に行われて
いるか
【確認資料例：独立した会計帳簿・日報、月報・
使用料等収納（徴収）事務委託契約書・銀行
口座】

B

新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、4/1から6/14まで全館利用休止に
伴う還付が発生したため、返金対応を
行った。4,753件

B
新型コロナウィルス感染拡大防止によ
る、全館利用休止に伴う返金対応を
適正に行った。

B
新型コロナウィルス感染拡大防止によ
る、全館利用休止に伴う返金対応を適
正に行った。

B

条例を遵守し、利用料金の徴収を行った。利用料
金については、各センターで作成している出納帳、
収納額・確定額報告書、入金証明書で管理した。
一方、新型コロナウイルス感染防止対策により
R2.4/1～6/14の利用休止及び休館、R3.1/8～
3/31の夜間利用休止等により還付（7,367件）が発
生し、還付申請を確認し現金にて返還した。

収支計画が適正であること
収支計画が適正に執行されているか
【確認資料例：事業計画書（収支計画）・事業
報告書】

B

市民センターの電気契約について、
PPS契約を継続し、支出の削減に取り
組んでいる。また、地区会館の電気・
ガスの一括契約を継続した。

B 年度当初の収支計画に基づき、毎月
適切に執行した。

B

各事業の予算執行状況については、
毎月確認し適切に執行した。また、年
度末に向け修繕計画について、緊急
性を再度検討し執行予定を見直した。

B

利用料金収入については、恩方市民センターが大
規模改修工事で休館、由井及び加住市民センター
体育室が空調機設置工事による利用休止、また
新型コロナウイルス感染防止のため休館や利用
休止をしたことにより、新型コロナウイルスの影響
により減収した昨年度より更に　33.5％
32,163,400円　の減収となった。
PPS契約の継続、直営修繕などにより経費を節減
し、予算を適正に執行した。

給与の支出が適切に行われているか
【確認資料例：給与規程・賃金台帳】

B 財団職員給与規程、市民センター業務員規程
に則り、適正に行った。

B 財団職員給与規程、市民センター業務員規程
に則り、適正に行った。

B 財団職員給与規程、市民センター業務員規程
に則り、適正に行った。

B 財団職員給与規程、市民センター業務員規程に
則り、適正に行った。

施設の管理運営を安定して行う能力
を有しているか

業務の一括委託が行われていないか
【確認資料例：第三者への一部事務委託に関
する承諾書・事業報告書・実地調査・会計帳
簿】

B 財団契約事務規程に則り、適正に行った。 B 財団契約事務規程に則り、適正に行った。 B ―財団契約事務規程に則り、適正に行った。 B 財団契約事務規程に則り、適正に行った。

定

量

的

利用者が公平に施設利用ができるよ
う、配置されていること。

開館日数、開館時間は守られていたか
【確認資料例：条例、規則・日報、月報・事業報
告書】

B
条例に則り開館した。
休館日にあたる第2・4月曜日が祝日の場合は
開館することで利用の促進を図った。

B
条例に則り開館した。
休館日にあたる第2・4月曜日が祝日の場合は
開館することで利用の促進を図った。

B
条例に則り開館した。
休館日にあたる第2・4月曜日が祝日の場合は
開館することで利用の促進を図った。

B
条例に則り開館した。
休館日にあたる第2・4月曜日が祝日の場合は開
館することで利用の促進を図った。

文書の管理・保存が適切に行われているか
【確認資料例：ファイル基準表（なければそれ
に準ずるもの）・実地調査】

B
財団の「文書の保存等に関する規程」に則り作
成したファイル基準表に基づき適正に管理し
た。

B
財団の「文書の保存等に関する規程」に則り作
成したファイル基準表に基づき適正に管理し
た。

B
財団の「文書の保存等に関する規程」に則り作
成したファイル基準表に基づき適正に管理し
た。

B 財団の「文書の保存等に関する規程」に則り作成
したファイル基準表に基づき適正に管理した。

修繕等、施設保全が適切に行われているか
【確認資料例：事業報告書・実地調査】

B

利用者の熱中症対策のため、不具合
が生じた、図書館およびホール空調設
備の緊急修繕を行った。（北野）

その他修繕　　5件

B

体育室の雨漏れ個所について、利用
者が安心安全に利用できるよう修繕を
行った。（中野）

その他修繕　　24件

B

雨漏りの影響による出入り口の天井落
下（加住）、および湿気の影響による体
育室床の膨張（南大沢）について、利
用者が安心安全に利用できるよう修繕
を行った。

その他修繕　　32件

B

利用者が快適に利用できるよう不具合のあった空
調機の修繕を行った。（横山南・加住）
保守点検により指摘のあった消防設備について、
安心・安全な施設の維持のため修繕を行った。（大
和田・子安・加住・横山南）
不具合のあった外灯について、防犯のため修繕を
行った。（長房・平町）

その他修繕　24件
なお、修繕については、年間を通じて、専門業者
の点検等を元に利用者の安全・安心を優先し、適
切に行った。

備品の管理が適切に行われているか
【確認資料例：備品台帳・実地調査】

B 備品台帳に基づき適切に管理した。 B 備品台帳に基づき適切に管理した。 B 備品台帳に基づき適切に管理した。 B 備品台帳に基づき適切に管理した。

定

量

的

― ― A

利用者満足度調査結果
満足度　97.2%（昨年度95.9%）
（大いに満足43.8%、満足53.4%）

調査結果では、特に感染拡大防止に
対する取組が評価された。取組の一例
としては、利用者が安心して利用でき
るよう、囲碁・将棋用の飛沫防止用
パーテーション（100セット）を安価な材
料費で職員が作成し、全市民センター
へ配布した。

A

利用者への応対の丁寧さや
感染防止の取組により、休館
や利用制限等を行っている
にも関わらず、例年より満足
度が高い結果となっているこ
とについて評価する。

総合的な満足度　97.2%

質問項目別では「職員の対応の親切さ」が
98.4％、「説明のわかりやすさ」が98.2%と高く、職
員が利用者に親身に接していることに対する評価
を得ることができた。また、「施設の清潔さ」も
98.6％と高く、新型コロナウイルス対策について利
用者の安心感を与える環境を維持している評価を
得ることが出来た。

定

性

的

利用者からの苦情処理の体制がと
れていること

利用者等からの相談及び苦情に適切に対応
しているか
【確認資料例：相談、苦情をまとめた整理帳
簿】

B

財団全体で実施しているISO9001を取
り入れたお客様の声システムに準じて
対応した。

お客様の声件数　2件

B

財団全体で実施しているISO9001を取
り入れたお客様の声システムに準じて
対応した。

お客様の声件数　7件

B

財団全体で実施しているISO9001を取
り入れたお客様の声システムに準じて
対応した。

お客様の声件数　2件

B

財団全体で実施しているお客様の声システムに準
じて対応した。

お客様の声件数　1件(1～3月期)

【累計】　12件

お客様の声や事故報告については、財団内だけ
でなく、必要に応じて市民センターへも会議等で情
報共有を図った。
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的

B

利用料収入　（4月～6月）
2,560,050円　（6/15～6/30）
※ただし、新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、4/1から6/14まで市民
センターは全館利用休止。

B

利用料収入（7月～9月）
20,983,100 円
対前年（7月～9月）比　　79.6％
（新型コロナウィルス感染拡大防止の
影響により、昨年より利用率は減と
なった。）

B

利用料収入（10月～12月）
23,054,400 円
対前年（10月～12月）比　　87.6％

なお、経費削減の取組として、全市民
センターのPCにスキャンデータを取り
込む設定を行い、会計関係書類の確
認などの際の事務の効率化を図った。

B

指標を下回っているものの、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため市の通知に
基づき休館や利用制限の対
応を行ったためやむを得ない
ものである。

利用料金収入（1～3月）
17,121,750円
対前年比（1～3月）　　102.9％

【累計】
63,719,300円
対前年比　　66.5％

新型コロナウイルス感染拡大防止対策による利用
休止や休館のため、還付額は10,008,850円、影響
額を加えると21,872,430円の損失となった。利用申
込自体も落ち込み目標額には達しなかった。

定

量

的

B

今年度4月より、川口市民センターで
新たな地域ふれあいサロンを開設予
定でだったが、新型コロナウィルス感
染拡大防止のため延期となった。ま
た、その他定期的に行っているサロン
についても中止または延期となった
が、8月より実施する予定としている。
（由井・中野）

B

7月より新たに実施
川口市民センター（ゆがみ改善体操
教室）　　27人

8月より実施（再開）
由井市民センター（バドミントン、みん
なの広場ゆい）　88人

中野市民センター新型コロナウィルス
感染拡大防止の影響により延期
※今後についても未定

B

由井市民センター
（バドミントン、みんなの広場ゆい、ひ
まわりキッズ）　　　284人
※10月よりひまわりキッズを再開した。

川口市民センター
（ゆがみ改善体操教室）　　66人

A

新型コロナウイルス感染症の
影響により開催できなかった
市民センターがあったにも関
わらず、指標の1.5倍の参加
者数となり、市民センターの
利用促進に取り組んだことに
ついて評価する。

由井市民センター
（バドミントン、みんなの広場ゆい、ひまわりキッ
ズ）　　　97人

川口市民センター
（ゆがみ改善体操教室）　　45人

【累計】　607人

定

性

的

資源の有効活用など環境に配慮した
管理運営がされていること

「八王子市役所エコアクションプラン」及び「八
王子市環境マネジメントシステム（H-EMS）」に
基づく、環境に配慮した管理・運営が行われて
いるか
【ヒアリング等で確認】

B 環境マネジメントシステムに基づき、
節電、ゴミの削減について継続実施。

B

環境に配慮し、節電、ゴミの削減につ
いて継続実施。
新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、各センターへエアコンの使用と
自然換気による適切な換気の方法に
ついて指導を行い、昨年度より電気使
用量増とならないよう努めた。

B
環境マネジメント研修参加（12/25）
環境に配慮し、節電、ゴミの削減につ
いて継続実施。

B
環境マネジメントシステムに則り、節電・ゴミの削減
を継続実施し、環境に配慮した管理・運営を行っ
た。
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的

― B

自衛消防訓練を各市民センターで実
施し、災害に備えて確認を行った。
（7/28　元八・加住、9/13　川口、9/21
浅川、9/24　長房）

B

自衛消防訓練を各市民センターで実
施し、災害に備えて確認を行った。
（11/25　北野、11/26　南大沢、台町、
12/1　横山南、12/2　元八王子、12/9
北野）

B

自衛消防訓練を実施（2/10　長房、浅川、台町、
横山南、2/16　中野、2/26　子安、3/1　みなみ
野、3/19　加住、3/24　由木中央、由井、3/25　大
和田、子安、3/29　由木東、恩方、3/30　石川）

八王子市と連携し、市民センター4か所（長房、浅
川、台町、横山南）で避難所開設訓練を実施した。
（2/10）

個人情報の取り扱いが適切であるこ
と

個人情報の適切な管理のため必要な措置が
講じられているか
【確認資料例：マニュアル・事業計画書（事業
計画）・事業報告書】

B 財団個人情報保護規定に則り個人情報の管理
を行った。

B 財団個人情報保護規定に則り個人情報の管
理を行った。

B 財団個人情報保護規定に則り個人情
報の管理を行った。

B

財団個人情報保護規定に則り個人情報の管理を
行い、個人情報管理や取り扱いの重要性につい
て、主任業務員会議等で市民センター職員にも説
明し、徹底を図った。

指定管理者が加入しなければならない保険に
加入しているか
【確認資料例：保険証券】

B 管理者施設賠償保険に加入し、利用者の事故
等に備えた。

B ― B ― B 管理者施設賠償保険に加入し、利用者の事故等
に備えた。

事故や災害発生時の緊急時の対応が適正に
行われたか。また、適正に行えるよう体制が
整っているか。
【確認資料例：マニュアル・事業計画書（事業
計画）・事業報告書】

― B

風水害時避難所運営担当課と打合せ
を実施し、災害発生時に適切な対応
ができるよう調整した。
（7/29　大和田、8/12　由木中央、
8/13　横山南・加住、8/14　中野・元
八王子、8/17　由木東、8/19恩方、
8/25　川口、8/28　由井）

B

新型コロナウィルス感染拡大防止対策
については、「新型コロナウィルス感染
症対応マニュアル職場編」を作成し、
全市民センターへ周知した。

B

市民センター主任業務員全員が甲種防火防災管
理講習を受講、資格を取得した。

年間を通じて、緊急時の対応を適正に行える体制
をとった。

期末総合評価

所管課コメント

開館日数　　340日/年

期間中開館日数
市民センター　88日
　（由木東市民センター86日
　※排水槽改修工事のため8/8
　から8/9まで休館）
地区会館　　　92日

期間中開館日数
市民センター　15日
　　　　　　　　　（6/15から6/30まで）
地区会館　　　 23日
　　　　　　　　　（6/8から6/30まで）

1～3月期開館日数
市民センター　81日
（浅川市民センター　78日
　　※電気設備工事のため1/9～11は休館、
　恩方市民センター　11日
　　※改修工事のため10/1～3/19まで休館）
地区会館　　　90日

【累計】
市民センター　268日
（恩方市民センター114日、
　浅川市民センター265日、
　元八王子市民センター267日、
　由木東市民センター266日）
※第2・4月曜日が祝日の場合は開館
なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
4/1～6/14まで市民センター利用休止及び休館。

地区会館　　　　297日
上記の理由により、4/1～6/7まで利用休止及び休
館

B

期間中開館日数
市民センター　84日
　（元八王子市民センター83日
　※電気設備工事のため12/15は
　休館）
地区会館　　　92日
　
恩方市民センターは、改修工事のた
め、10/1～3/19まで休館。

業務を実施するにあたり、適切な人員配置や
育成がなされているか
【確認資料例：事業計画書（人員配置計画）・
事業報告書・研修報告書・実地調査】

B

利用再開後の窓口業務は2人体制を
確保した。また、館長会議、主任会議
の実施などにより、新型コロナウィル
ス感染拡大防止について、18館で情
報を共有し利用者に統一した対応を
行った。さらに、申込方法の変更や支
払い方法の変更などにより増加した事
務に対応した。

B

新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、4/11より6/14まで市民センターを
休館したが、最小限の人員体制に抑
え施設管理や電話の問合せに対応し
た。また、6/15からの利用再開後は
7,8月分の抽選受付や空き施設の申
込み受付などを行うため、通常より人
数を増員し利用者への対応を行った。

財団の研修計画に基づき、新規主任
業務員の防火防災管理者講習を受講
した。（6/15・16横山南）

B

【市民センター職員】
AED研修参加(10/9.13.22.23)
環境マネジメント研修参加(12/25)

【事務局職員】
公益法人会計研修（初級・中級）参加
（10/9・11/11）
安全衛生推進研修参加(11/17.18)
交通安全研修参加(11/18.19.20)
サービス介助士研修参加(11/26.27)

B

定

性

的 施設の公共性、公平性について継続
性が保たれているか

市民センター・地区会館

６月 ９月 １２月

評価項目

安全点検・定期清掃の数　　2回以上/年

定

性

的

団体の経営方針が明確であり、きち
んとした経理がされていること

管理運営がきちんとできる職員体制
や研修体制がとれていること

【センター職員】
接遇・話し方研修（2/26　午前・午後）
接遇・クレーム対応研修（3/2・3/9）
【事務局職員】
サービス介助士フォローアップセミナー（1/18）
会計研修（1/20・2/19）
接遇研修（2/26）
年間を通じて、人員配置計画に基づき人員を配置
した。
なお、働き方改革に則り、有給休暇を5日以上取
得することにより、能力を効率的に発揮できる環境
を整えた。
一方で4/1～6/14は新型コロナウィルス感染拡大
防止対策により、センターが利用休止や休館と
なったため還付の手続きが後を絶たず、普段にな
い事務に対応するため多くの時間を費やした。ま
た、感染防止対策として会場での抽選に変わる
WEBやFAXによる利用抽選申込の開始や、利用料
金の当日支払いに変更するなど事務改善を図っ
た。

　令和2年度（2021年度）は10年間の指定管理期間の最終年度であった。（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団は、長期にわたり施設の管理運営を行ってきた実績を活かしながら、今年度も基本協定・年度協定の内容に基づき、適正に施設の管理運営を行っていたといえる。
　年間を通じては、新型コロナウイルス感染症の影響による休館・利用制限等があったなか、感染拡大防止対策を徹底した施設運営に取り組んでおり、特に利用申請についてインターネット・ファックスでの申込や利用料金の当日払いを導入し、利用者の感染防止と利便性の向上を図っており、利用者の
安全・安心とサービスの向上という点で評価できる内容である。
　また、施設の老朽化が進む状況下で利用者の安全を最優先しながら修繕を行っていたほか、市民センターを利用する機会の増加につながる「地域ふれあいサロン」の開催に取り組んでいた点も評価できる。今後は実施する市民センター数を増やし、また多様な内容とすることなどにより新たな参加者を
増やし、市民センターの利用者がより一層多様化、増加することを期待する。
　令和3年度（2021年度）からは新たに5年間の指定管理期間が開始となるが、引き続き感染拡大防止に取り組むとともに、地域住民協議会との信頼関係を維持しながら、市民センター及び地区会館の設置目的のとおり、コミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上が図られることを期待す
る。

利用者満足度　90％/年

利用料金収入98,000,000円/年

地域ふれあいサロンの参加者数400人/年

各センターでの防災訓練の実施　１回／年

定

性

的

緊急（防火・防犯等）対応等危機管
理体制が取られていること

B

期間内利用者数
市民センター　229,211人
（有料　175,916人、無料53,295人）
地区会館　11,275人

【累計】
市民センター　800,347人
（有料　641,186人、無料　159,161人）
地区会館　44,198人

休館後の令和2年6月15日からは、利用申込抽選
を窓口受付に加えて、新たに構築したWEBシステ
ム及びファックスにより来館せずに抽選申込を可
能とし、利用料金も当日払いに変更したことによ
り、利用者の感染防止と利便を図った。
ホームページ上での空き状況開示についても引き
続き実施し、利用者の利便性を図るとともに、キャ
ンセル時の連絡などを継続して行い利用者増を
図った。

指標を下回っているものの、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため市の通知に
基づき休館や利用制限の対
応を行ったためやむを得ない
ものである。
しかしながら、休館後の利用
再開にあわせてインターネッ
ト・ファックスでの申し込みや
利用料金の当日払いなどの
対応に迅速に取り組んでお
り、感染対策及び利用者の
利便性向上を図ったことにつ
いて評価する。

A

期間内利用者数
市民センター　289,425人
（有料　235,299人、無料54,126人）
地区会館 15,870人

引き続き、利用者の感染拡大防止対
策を徹底した。また、窓口抽選申込早
見表を作成し、利用者が申込みやす
いよう各市民センターホームページに
空き状況の情報を掲載した。

期間内利用者数
市民センター　30,076人
（有料　25,329人、無料4,747人）
地区会館3,188人

7月以降の利用についてwebからの申
込を受付けることとし、web申込フォー
ムの設計・構築を行い、市との調整や
利用者への周知を図りながら、実施に
至った。

利用者数　　市民センター1,400,000人/年、地区会館135,000人/年

期間内利用者数
市民センター　251,635人
（有料　204,642人、無料46,993人）
地区会館13,865人

センター窓口での来場による利用抽
選方法を変更したことや、利用条件を
徹底する事により利用者の感染リスク
を削減するよう努めた。また、新型コロ
ナウィルス感染拡大防止により休止し
ていた電話による仮予約を8/15より再
開し、利用者へ利便性の向上を図っ
た。


