
1 沼津港水門展望施設 特定非営利活動法人　沼津観光協会 観光戦略課 Ｂ

2 沼津市大岡地区センター 大岡コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

3 沼津市大平地区センター 大平コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

4 沼津市西浦地区センター 西浦コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

令和３年度業務に係る年度モニタリング評価結果一覧表

　年度モニタリングは、指定管理者自らが指定管理業務に問題点及び改善点等がないかを評価する自己評価及び施設所管課が指定管理者の実施した１年間の管理
運営についての評価を実施した後、両者で議論、検証し最終的な評価を実施するものです。
　評価は、指定管理者制度導入施設共通の評価項目と各施設の特性に応じた個別の評価項目により総合的な評価を行い、その評価基準は下記のとおりです。

№ 評価理由・意見等

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、施設の利用状況は厳しい状態であったが、
積極的な自主事業で経営の安定に努めていた姿勢は評価できる。
本施設の位置する沼津港一円は、本市有数の観光地であるため、沼津港から本施設への誘客だけで
なく、相互作用により沼津港全体への誘客、利用者の満足度向上に繋げられるよう引き続き積極的な
連携体制を築いてほしい。

担当課指定管理者名施設名 評価

市内最初の地区センターとして、これまでの長年の経験の蓄積から、地区センター運営の全般にわ
たって適切に管理されている。
事務室内に最新版の緊急連絡網、緊急体制なども大きく表示され、各種台帳や帳簿、マニュアルなど
もすぐに確認できるよう書棚に整理されている。
アンケート回答数向上のため積極的に回答を依頼する等、より利用しやすい施設としてサービス・接遇
向上に努めており、年間を通して地域行事の開催、コミュニティとしての活動、利用も活発である。
施設が古く、指定管理者側の努力のみではままならない部分もあるが、今後もより良い施設管理に向
けた取組について指定管理者と協議し、実施していく。

リスク管理、日常管理、継続的・安定的なサービス等は他の地区センターの模範となるような管理運営
がされている。建物保守管理、軽微な修繕、清掃及び衛生管理については、特に積極的に自ら対応し
ている。コミュニティ等によるイベント・各種活動等は、前年度同様、その多くが新型コロナウイルス感
染症の影響により中止・縮小を余儀なくされたが、年２回の防災訓練は、１回目と２回目の内容を変え
るだけでなく、前年度とも内容を変えるなど、工夫している。書類の送付遅滞が目立ったため、それに
ついては、管理・対応方法の工夫による改善を期待したい。
今後も引き続き、より良い地区センターの管理運営に努めてもらいたい。

西浦地区センター移転予定地である旧西浦小学校を拠点とした緊急時の体制検討等、積極的な取組
が見られた。
新型コロナウイルス感染症やトンガでの火山噴火に伴う津波注意報発令により、予定行事の中止が余
儀なくされたが、可能な限り実施する方向で前向きに検討がなされた。
また、コミュニティ行事やコミュニティ放送に係るアンケート検討など、よりよいコミュニティ活動への積
極的な取組が見られた。
アンケートについては、備え付けにより実施されているが、利用団体等に回答を求めるなど、より積極
的な方法で実施されたい。
今後も引き続き、より良い地区センターの管理運営に努めてもらいたい。

Ａ：非常に良好な運営状況であった

Ｂ：良好な運営状況であった

Ｃ：適切な運営状況であった

Ｄ：やや課題のある運営状況であった

Ｅ：課題のある運営状況であり、改善が図られない場合は、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずる



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

5 沼津市浮島地区センター 浮島地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

6 沼津市第一地区センター 第一地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

7 沼津市原地区センター 原地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

8 沼津市第四地区センター 第四地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

9 沼津市静浦地区センター 静浦コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

10 沼津市金岡地区センター 金岡コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

11 沼津市第五地区センター 第五地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

緊急避難マニュアルの整備やコミュニティ事業の実施など、様々な面で地域のコミュニティの中核施設
として機能し、地域の親睦や活性化に高く貢献している。また、コミュニティ組織として、学校や地域と連
携し、各種行事の企画運営を行っているため、引き続き、良好な関係を維持し、地域の活性化、交流の
円滑化に資する施設として、適正な運営に努めてほしい。
地区センターの運営に関する施設管理や会計書類等も適正に行われており、適切な管理運営がなさ
れている。
救急救命講習を毎年実施するなど、有事の際の訓練も活発に行われている。また、令和２年度末に
「避難所運営マニュアル」を策定した後も、避難所運営訓練の準備を進めるなど、より実効性の高い災
害対応について一丸となり取り組んでいる。

コロナ禍における衛生管理や安全管理を徹底するとともに、軽微な修繕や周辺の植栽管理、利用者か
らの意見への迅速な対応など、適切な管理運営がなされていると評価できる。
コミュニティ組織運営についてもHPやコミ紙を通した情報発信等により地域の親睦や活性化に貢献す
るとともに、地域の特性を活かしたまちづくりが実行されている。
他の地区センターに比べ、管理に関わる業務の幅も多いが、引き続き複合施設間での連携も密にしな
がら、高い稼働率を維持して地区住民に親しまれる地区センター運営をされたい。
なお、令和３年度は、災害対応窓口の設置や、新型コロナウイルスワクチン相談室など市からの個別
の案件についても迅速に対応された。

日常的な施設管理やリスク管理など、継続的・安定的な地区センター運営ができる体制が確立されて
いる。
駐車場が少なく、４階であるため、地域外の利用者の確保が難しい分、地域住民の活動拠点として、地
域住民・関係団体との連携が取れている。
開館から20年が経過し、経年により劣化等で修繕が必要なところがないか確認してもらう。

指定管理者が行うべき所定の業務については仕様書に基づき、概ね良好な施設運営ができている。
昨年度は所在不明であった風水害時の避難所マニュアルが、分かりやすい場所に保管され、改善され
ている。
地区センター運営に係る会計とコミュニティの会計とを区別して分かりやすく管理されており、他の地区
センターの模範となる管理状況である。
今後も引き続き、より良い地区センターの管理運営に努めてもらいたい。

コミュニティとの関係も良好であり、施設利用者が多い中で新型コロナウイルス感染防止に努め、丁寧
な窓口対応が実施されている。また、施設管理についても指定管理者による積極的な施設の清掃や
軽微な修繕も行っている。
利用者アンケート結果を踏まえ、施設の利用改善に努めてください。

日次点検シートなど施設管理に関する各種チェックシートを作成し、これに基づいた点検もされている
ため、適正な施設の管理がなされている。施設の運営についても、規律ある組織運営がなされてい
る。事務員の退職等があり、年度末に事務員の補充もされたものの、当時の事務員に負担がかかって
しまった状況は否めない。今後の運営には留意をしていただきたい。しかし、コミュニティ組織としては、
学校や地域自治会組織と連携し各種行事の企画運営を行っており、地域の親睦や活性化に高く貢献
している。収支に関して適正な処理がなされていることを確認しているが、定期的な複数人でのチェッ
クを追加し、徹底した収支管理を実施してほしい。

日常的な管理や日報等による情報共有などが適切に行われている。
軽微な修繕に積極的に取り組んでいるほか、利用者からの意見に迅速に対応するなど、適切な管理
運営がなされていると評価できる。
引き続き、市や利用団体と連携して適切に利用調整を図っていただきたい。



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

12 沼津市片浜地区センター 片浜地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

13 沼津市第三地区センター 第三地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

14 沼津市愛鷹地区センター 愛鷹地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

15 沼津市門池地区センター 門池コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

16 沼津市今沢地区センター 今沢地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

17 沼津市内浦地区センター 内浦コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

18 沼津市戸田地区センター 戸田地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

19 沼津市第二地区センター 第二地区コミュニティ推進委員会 地域自治課 Ｂ

日常的な施設の点検や可能な範囲で積極的に修繕を行うとともに、個人情報保護の観点からの事務
室への立入禁止にするとともに、適切な管理体制が構築されている。
施設は公民館として開設され40年が経過し、利用者アンケートでも老朽化による利便性の悪さを指摘
する意見が多く見られるが、現在も盛んな地域活動は、「コミュニティ」の概念が地域に古くから定着し
ていることの裏付けとも感じられる。なお、新地区センターの建設に向けた検討も進んでおり、建設まで
の適正な範囲の維持管理を行うとともに、現状の管理運営における課題等を反映できるよう整理して
おく。今後も地域活性化の拠点施設として地区センターの管理運営をされることに期待したい。

事務局長を中心に職員の情報共有化、サービスの向上に向けた取り組みなどもなされており、全体と
して適正・円滑な運営ができている。
利用者による清掃活動を行うなど、環境美化活動等に取り組んでいることは評価できる。エアコン利用
については、利用者の体調を考慮しながら、節電に努めていってほしい。
地域活動の中核施設として、施設の稼働率も高く、地域団体との関係もよい。大きな問題もないので、
引き続き適切な管理運営を行ってほしい。

日常管理、継続的・安定的なサービスについては良好な管理運営がされており、特に建物保守管理・
修繕等、清掃及び衛生管理については積極的に自ら対応し、結果として経費の削減・利用者へのサー
ビス向上に繋がっている。省エネへの取組では、こまめな消灯や空調管理を行い、利用者にも協力を
依頼して積極的に省エネに努め、環境に配慮している。
防災訓練は年２回実施し、リスク管理についても改善がなされている。
毎月、コミュニティ推進委員会を開催し、情報共有を図り、コミュニティの活性化に貢献するとともに、コ
ミュニティ誌の発行を開始する等、新たな取組も行っている。

日常的な施設管理やリスク管理などがなされており、安定的な地区センター運営ができている。
開館後、利用が地域住民にも浸透し、定期的に利用する団体も安定してきた。
令和３年度は地域活性化事業を利用し、広報紙発行（２回）など新しい事業に取り組んだ。
引き続き地域住民の活動拠点としてコミュニティの活性化を図っていってほしい。

日常的な施設管理やリスク管理などがなされており、安定的な地区センター運営ができている。また、
コロナウイルス感染防止に努め、利用者への丁寧な窓口等の対応が出来ている。
コミュニティ推進委員会として、既存事業の見直しや新規事業の企画など新しいことに積極的に取り組
み、年間を通じて様々な行事・イベント等が開催されており、活性化され活動も活発である。

建物の保守管理や清掃業務等、的確な施設管理を行っている。
防災訓練は、実践を想定した訓練に年々改善されており、引き続き緊急時体制の構築に努めていくこ
と。
月に1回の事務員会議を開催する等、職員同士が情報共有を図ることで、使いやすい施設運営に努め
ている。
アンケートの実施とともに、利用者の声掛けによりニーズ把握に努めているため、引き続き、その声を
運営に反映していくこと。

指定管理者が行うべき所定の業務については仕様書に基づき、概ね良好な施設運営ができている。
緊急連絡網の更新、実践的な防災訓練、個人情報の管理など積極的な施設運営を行っている。
今後も引き続き、より良い地区センターの管理運営に努めてもらいたい。

指定管理者が行うべき所定の業務については仕様書に基づき、概ね良好な施設運営ができている。
また、新型コロナウイルス感染症防止に努めた。
平成27年度より供用を開始した施設であり、様々な事業を展開し、地域の拠点として、またコミュニティ
活動の活性化を図っている。
複合施設であり、防災関係やコミュニティ活動など「くるら戸田」、「市民窓口事務所」と協力、連携を
図っていく。
今後もより良い施設管理者に向けた取組について、指定管理者と協議、検討を重ね実施していく。



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

20 沼津市若山牧水記念館 公益社団法人　沼津牧水会 文化振興課 Ａ

21 沼津市庄司美術館 特定非営利活動法人　沼津文化協会 文化振興課 -

22 沼津市民文化センター 公益財団法人　沼津市振興公社 文化振興課 Ｂ

23 沼津市我入道コミュニティ防災センター 沼津市第三地区我入道連合自治会 危機管理課 Ｂ

24 沼津夜間救急医療センター
公益社団法人
沼津夜間救急医療対策協会

健康づくり課 Ａ

25 戸田診療所 公益社団法人　地域医療振興協会 健康づくり課 Ｂ

26 沼津市西浦海浜施設 西浦海浜施設運営管理会 水産海浜課 Ｄ

27 沼津御用邸記念公園 加和太建設株式会社 緑地公園課 Ｃ

地域の防災拠点として、単なる施設の維持管理だけではなく、訓練研修の場を提供している点、また、
災害時の情報収集を想定し、管内にWi-Fi環境の整備を実施している点が評価できる。
新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の感染状況から企画が思うように開催できなかったこと
が確認できた。
また、施設管理の面でも、感染予防策の徹底を呼び掛けるとともに、来館者の検温、手指消毒の徹底
等活動が確認され、感染対策に注力している点も評価できる。

指定管理者の人材の代替わりや新型コロナウイルス感染症の流行など、法人運営・施設管理の両面
で非常に厳しい状況が重なっている中、地域における唯一の夜間における初期救急医療施設として一
日も欠かすことなく、感染対策にも厳重な対策を敷いて診療業務を継続していることは住民への安心
感、基礎的インフラとしての役割を適切に発揮していると評価できる。

新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、戸田地区唯一の診療所として、医療体制の維持に尽力
いただいた。母体である地域医療振興協会の安定した経営と、適切な施設管理、地元と積極的な関係
を構築する姿勢も確認できる。今後も引き続き、地域になくてはならない医療機関として、良好な指定
管理を行っていくようお願いしたい。

基本協定及び年度協定に基づき、適切な管理運営がされている。
新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも、工夫して企画を行っている。担当課との連携も密に
行っており、現状の課題についても速やかに共有することができている。

閑散期やコロナ禍における利活用含め、年間を通じた施設の利活用につながる自主事業の実施やイ
ベント誘致等の積極的な活動について、一層の取り組みを望んでいたが、施設利用者は事業計画書
の目標数を下回った。全体的な管理・運営については、各協定、仕様書、及び事業計画に基づき業務
がなされている。報告事項についても、適切に処理がなされた。

都市公園だが皇室ゆかりの文化・観光要素の強い施設であるため、新型コロナウイルス感染症による
外出・観光自粛の影響を大きく受けている。令和３年度は指定管理者交代後の１年目だったが、国の
GoToキャンペーン等も無く、１年通して観光が冷え込んだため、入園者数は過去最少を更新し、収支
的にも厳しい１年となった。
管理面では、収支が厳しい中でも障がい者の就労支援業者等との協力により、清掃頻度を大幅に増
やし、草刈りにも注力した。一方、廃材処理や簡易修繕等に遅れが出ている。
サービス面では、窓口職員が接遇に努め、新たなイベント、新商品の開発に取り組み、シニア層が主
要客だった本公園でも若年層・ファミリー層の利用を増やしている。
収支面では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が伸びない中でも、清掃や剪定等に要する費
用を確保して運営を行った。
全般的には、収支が厳しい中でも新規就任１年を乗り越え、できる限りの管理運営が行われた。今後
は、指定管理者選定時のプロポーザルで提案のあった「庭園改修(改善)計画」、「大正ロマン」等につ
いてより大胆に取り組んでいってほしい。

施設の老朽化、利用率の向上などの問題に対して、担当課と密に連絡を取ることで改善に取り組んで
いる。また、新型コロナウイルスの影響がある中でも工夫により公演等を実施している。
自発的な修繕実施や、経費削減に向けた取組を進めていることは高く評価する。

指定管理者解散のため評価不能



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

28 我入道の渡し船 沼津我入道漁業協同組合 観光戦略課 Ｂ

29 沼津市戸田はかま滝オートキャンプ場 戸田森林組合 観光戦略課 Ｂ

30 西浦漁港

31 内浦漁港

32 沼津市営香陵駐車場 公益財団法人　沼津市振興公社 文化振興課 Ｂ

33 沼津市世代交流センター（千本プラザ）

34 沼津市老人福祉センター（千本プラザ）

35 沼津市千本デイサービスセンター 社会福祉法人　沼津市社会福祉協議会 長寿福祉課 Ｂ

水産海浜課

社会福祉法人　沼津市社会福祉協議会 長寿福祉課

内浦漁業協同組合

令和３年度はおおむね適切に管理運営ができた。
令和４年度においては女性船頭が加わったことなどを踏まえ、本市の趣のある観光資源として広く渡し
船を周知していただきたい。
また、年間を通じて利用が盛んになるよう、観光協会や観光ボランティアガイド、びゅうおや沼津港の店
舗などとより連携を図り、一層の活性化を図られたい。
なお、北海道での観光船沈没事故等の教訓を踏まえ、安全安心な運航により一層努めるとともに、緊
急時の対応について今一度確認をお願いしたい。

利用者からの評価も高く、リピーターも多い。経営状況も安定しており、指定管理者の努力が伺える。
また、指定管理者の特性を生かした、施設管理や自主事業の実施などが評価できる。
引き続き安定したサービスの提供に加え、安心安全な施設管理を実施していく。
更なる利用者増加に向けて、積極的なPR活動や平日の利用者が増えるような自主事業を行っていく。

千本プラザが実施している防災訓練に加え、独自に数種類の防災訓練を実施し、利用者の安全確保
を最優先に考えた取組は、高く評価できる。
設備の維持管理については、本体施設の千本プラザ管理者が一括して行っているものが多いが、利
用者の利便性や衛生面を考え修繕を行っており、高く評価できる。
サービスの向上については、朝礼、週に１回の職員ミーティングなどで利用者の情報共有をし、法人全
体で研修を実施するなどして利用者に合わせたサービスが提供できるよう努めている。特に新型コロ
ナウイルス感染症対策については、職員がこまめに消毒作業を行い、それを広報誌にて紹介するなど
して、利用者だけでなく、利用者家族の理解を得ながら、より安心できるサービスの提供を行っている。
資金収支については、介護報酬等の利用料金収入で自立して運営している施設であり、安定した運営
が行われている。
地域貢献については、難しい分野ではあるが、千本デイサービスセンターとして、主体的に地域との交
流を深め今後のサービス向上へ活かしていくよう取り組まれたい。

Ｃ

漁業協同組合の立場を活かした管理を行っており、地域団体や関係者と利用者の調整等については
強みを発揮し、運営されている。また、コロナ禍においても、大幅な減収等なく、また経費の節減が図ら
れたことが評価される。
利用者アンケートの見直しによる利用者へのサービスの向上、ＰＲによる利用者増加に期待したい。

Ａ

設備の維持管理については、大規模な施設であるため、保守・修繕・備品管理・清掃等、どれも事務量
が多く難しい中、長年の実績をもとに円滑に運用しており、高く評価できる。サービスの提供について
は、他施設のイベント等を参考にしながら、職員の方々がイベントの提案から実施に至るまで、サービ
ス向上やイベント内容充実を図っている。高齢者向けの施設でありながら、子育て世代の講座を増や
し、幅広い層が利用し多くの方に楽しんでいただいている。広報活動として、イベント毎にチラシを作成
するだけでなく、ラジオや広報誌等も積極的に活用するとともにホームページにも当日の様子を掲載
し、見ていて楽しくなるような構成となっており、集客に力を入れている。これらの取組が施設の魅力向
上につながり、単なる貸し部屋施設ではなく、市民の交流・憩いの場所として活用されており、高く評価
できる。
今年度は、感染症対策をしながら様々なイベントを実施しており、参加者の安全を確保しながら幅広い
世代の方々の交流の場となるよう、施設としての役割を果たした。また、Wi-Fi設備の導入やスマート
フォン講座を実施するなど、スマートフォンを利用する現代社会に合わせた環境づくりに努めた。
資金収支については、多数の保守管理、修繕、備品の更新、事業実施のための講師確保等、もともと
難易度が高いところ、多発している機器の不具合等に伴う臨時修繕がある中、予算内で対応しており、
高く評価できる。

慢性的な混雑に対応するため、職員増員や混雑予想などの工夫により混雑発生を可能な限り抑制で
きている。
前年度よりも利用状況が改善しているため、引き続き業務を実施していただきたい。



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

36 沼津市原高齢者福祉センター 原地区コミュニティ推進委員会 長寿福祉課 Ｂ

37 沼津市原デイサービスセンター 社会福祉法人　春風会 長寿福祉課 Ｂ

38 沼津市戸田デイサービスセンター 社会福祉法人　信愛会 長寿福祉課 Ｂ

39 沼津市立高尾園 社会福祉法人　春風会 社会福祉課 Ａ

40 ぬまづ健康福祉プラザ 社会福祉法人　沼津市社会福祉協議会 社会福祉課 Ａ

41 沼津市高齢者就業センター 公益社団法人　沼津市シルバー人材センター 長寿福祉課 Ｂ

設備の維持管理については、単独施設として自ら法定点検等を発注し、点検結果について市に適宜
報告している。また、不具合のあった備品や設備は、可能な範囲で自主修繕するなど適切に管理され
ており、高く評価できる。
新型コロナウイルス感染症の影響はあまり受けることなく、利用者数を伸ばしており、利用者へのサー
ビスについては、利用者からの要望も多様化しているなかでも出来る限り対応しており、その満足度は
非常に高い。地域貢献活動として、地元神社の祭典や地域の清掃活動などにも積極的に参加し、地域
との交流を深めている。
資金収支については、介護報酬等の利用料金収入で自立して運営している施設であり、コロナ禍でも
安定した運営をしている。
維持管理、利用者サービス、資金収支のいずれも高い水準で管理され、地域の福祉の拠点として存在
しており、高く評価できる。

原地区センターに併設される原高齢者福祉センター内の和室を管理している。管理運営については、
主に和室の貸出業務を行っており、設備の維持管理に必要な保守や修繕は市が直接行っているが、
施設を巡回点検し、網戸の破損箇所はその都度自主修繕し、畳の劣化を防ぐために利用マナーを啓
発するなど、施設維持管理について、高く評価できる。
地区センターと合同で行っている利用者アンケートでは、簡易修繕できないものは、速やかに市に報告
するなど、常に利用しやすい環境を整備するよう心がけており、高く評価できる。
また、災害時は臨時避難所として開放し、臨機応変に対応していることは、高く評価できる。
資金収支については、予算額と同額で適正に運営されている。
他の施設とは異なり裁量が限られる中でも自主的な取組を行っており、高く評価できる。

設備の維持管理については、職員による毎日の清掃、専門業者による集中清掃を行い、老朽化した設
備の自主修繕や更新等を適宜行っており、常に清潔に保たれている。
利用者へのサービスについては、コロナ禍で自由に活動ができない状態だったが、利用者サービスの
向上につながるよう、職員の特技を生かした教室を開催した。昨年度からはじめた事業であるが、利用
者にも非常に好評で満足度は上がっており、高く評価できる。また、地域住民の健康のための「はらカ
ラ体操教室」は、感染症対策で規模を縮小したり、まん延防止措置などで中止するなど利用者の安全
を確保しながら実施し、地域住民との交流の場を設けていこうとする取組は、高く評価できる。
介護報酬等の利用料金収入で自立して運営している施設であり、利用者増加や収入確保のための取
組によって安定した運営が継続されており、高く評価できる。
日々の活動状況や管理運営にあたり細かに相談・報告をしており、市との連携も取れている。維持管
理、利用者サービス、資金収支のどれも高い水準で管理されており、原地区の福祉の拠点として機能
しており、高く評価できる。

建設から15年が経過し、各所に修繕を要する箇所が見られる中、指定管理者における担当者の報告
は速やかであり、連絡・調整も十分に行われている。また、市民ボランティアと連携・協力し、管理運
営、サービス向上に努めている。

設備の維持管理について、千本プラザが一括して管理しているものが多いが、千本プラザと連携し、清
掃や修繕等を適切に行っており、評価できる。
利用者へのサービスについては、昨年から継続して、しずおかジョブステーションと提携した就業説明
会を実施するなど、高齢者の就業促進という難しい事業でありながら、積極的に情報提供を行ってい
る。
資金収支については、就業センターとしての業務割合を把握した上での人件費の算出と、光熱水費の
使用料増加を見越した節電等を実施し、今後も継続して経費削減に努められたい。
高齢者の働き方や希望する講習は多様化しており、事業運営のハードルは高いが、高齢者の就業促
進等を図り、少しでも多くの市民に利用されるよう、更に事業を強化していってほしい。

救護施設という特別な施設ではあるが、蓄積されたノウハウから適正かつ良好な運営ができている。
利用者の意見を汲み取り、反映の場を設けるなど、寄り添った対応をしている。
また、自主事業を推進し、利用者の自立を後押ししている。



№ 評価理由・意見等担当課指定管理者名施設名 評価

42 沼津市立あしたか学園 社会福祉法人　輝望会 こども家庭課 Ｂ

43 愛鷹運動公園テニスコート及び芝生広場 シンコースポーツ株式会社 緑地公園課 Ｂ

44 くるら戸田 呉竹荘＆サン共同事業体 観光戦略課 Ｂ

45 沼津市営香貫駐車場 沼津ＮＥＸＴ株式会社 資産活用課 Ａ

※　沼津市多目的展示イベント施設「キラメッセぬまづ」は、静岡県会議場施設「コンベンションぬまづ」と同一の指定管理者により一体的な管理運営を行っているため、

　 静岡県と共同で年度モニタリングを実施しております。

事業契約書及び年度協定に基づき適切な管理・運営がなされている。
利用者アンケートの実施やコールセンターへの意見等を通し、改善すべき点は速やかにその対応を図
り、適正な利用環境の確保により一層努めてほしい。
市民文化センター等周辺施設の利用率の向上が、駐車場の利用状況にも影響していくことから、市、Ｐ
ＦＩ事業者、市民文化センターと施設の利用状況等の情報を共有し、必要な調整等、連携を図っていく。

新型コロナウイルス感染症の影響があり、利用者数及び収支は厳しい状況であった。
サービス面では、利用者目線に立った対応や館内清掃の徹底など、利用者に満足していただける取
組が評価できる。
また、イベントの開催や展示会の実施など積極的に自主事業を行っていた。
更なる観光客増加に向けて、戸田地区の魅力を発信し、地域の活性化につなげていく。

モニタリングの結果、法令を順守し協定書どおりに業務を行い、適切な管理運営ができていることが確
認できた。また、入所児童のサービス向上に向けた取組がなされていることが確認され、指定管理者
の意欲的な姿勢が伺えた。感染症対策については、学校等で感染した入居者をゾーニングするなど、
感染拡大を防止する対策を実施し、施設内での感染拡大が起きていないことは大きく評価する。
入所児童の特性の変化（重度の知的障害児中心から、中軽度の知的障害かつ発達障害のある児童
の増加）により職員負担が増加していること、個室利用が可能な居室数に限りがあり、入所児童の特
性に対する柔軟な対応が困難であることから、入所定員割れの状況が続いており、ソフト・ハードの両
面から入所児童の増加に向けた取組を検討したい。

全体的な管理・運営については、基本協定書、年度協定書、業務仕様書に基づいて、適切になされて
いると認められる。
運営面については、コロナ禍により、８月～９月に時短要請を行ったため、一番利用者が多い時間帯で
思うように施設を開けなかったが、前年度比大幅な減少がなかったことは、指定管理者の努力が伺え
る。
サービス面においても、利用者アンケートの積極的な実施と、実施内容を分析することで、日々の運用
に活かすなど、指定管理者として利用者満足を意識した業務を行っていることは評価できる。


