
令和元年度　総合評価結果表

事
業
成
果

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利
用
状
況

利用状況
利用件数　　　1,134件

利用者数　　　7,217人

利用件数　　　1,155件

利用者数　　　7,476人

利用件数　　　1,087件

利用者数　　　7,313人

利用者
アンケー
トの結果

実施概要
利用者アンケート調査実施
　回答数　74件

利用者アンケート調査実施
　回答数　110件

利用者アンケート調査実施
　回答数　81件

結果

施
設
の
概
要
等

施設名称 神田まちづくりセンター

施設所管課 市民協働部　市民活躍課

施設概要
所在地：滋賀県長浜市加田町2727番地、2727番地１
開設：昭和54年
施設内容：学習室、図書室、和室、調理室、会議室、講堂、講堂和室

指定管理者名 神田地区まちづくり協議会

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

◎満足度　全7項目の集計
　・満足　　34％（回答数163）
　・普通　　57％（回答数275）
　・不満　　  3％（回答数13)
　・わからない  6％（回答数30）

◎満足度　全7項目の集計
　・満足　　40％（回答数307）
　・普通　　47％（回答数363）
　・不満　　  2％（回答数17)
　・無回答等  11％（回答数83）

◎満足度　全7項目の集計
　・満足　　35％（回答数199）
　・普通　　49％（回答数278）
　・不満　　  1％（回答数6)
　・無回答等  15％（回答数84）

施
設
の
収
支

収入（千円） 9,140 9,578 9,525

（指定管理料） 8,938 9,336 9,336

（利用料金収入） 202 242 189

支出（千円） 9,325 9,646 9,685

自主事業の実施状況

①神田ニューサロン講座
　参加人数　137人
②デイキャンプ
　参加人数　47人
③サマーフェスティバル
　参加人数　100人
④神田地区文化祭
　参加人数　600人

①神田ニューサロン講座
　参加人数　152人
②デイキャンプ
　参加人数　48人
③サマーフェスティバル
　参加人数　100人
④神田地区文化祭
　参加人数　400人

①神田ニューサロン講座
　参加人数　126人
②デイキャンプ
　参加人数　40人
③サマーフェスティバル
　参加人数　100人
④神田地区文化祭
　参加人数　400人

その他の特記事項

総
合
評
価

評価委員会開催日 令和2年1月28日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③都市建設部長　④防災危機管理局長

評価項目 主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計 400 304 76.00

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 114 71.25

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 71 71.00

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 119 85.00

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

A
指定管理者へのコメント

地域コミュニティの中心として、地協活動と連携した継続的な取組が評価できる。今後も
新たな利用者の確保に向けた取組や地域内での人材育成を期待したい。
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合計



令和元年度　総合評価結果表

70.25

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 120 85.71

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 67 67.00

58.75

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③都市建設部長　④防災危機管理局長

評価項目

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 94

15,347 15,629 15,609

①まちづくりセンター講座
　参加人数　610人
②あすなろ大学
　参加人数　118人
③きらりセミナー
　参加人数　61人
④スポーツ教室
　3教室

①まちづくりセンター講座
　参加人数　355人
②あすなろ大学
　参加人数　111人
③きらりセミナー
　参加人数　31人
④スポーツ教室
　3教室

1,291 1,326 1,319

15,760 15,753

施
設
の
概
要
等

施設名称 西浅井まちづくりセンター等

施設所管課
【まちづくりセンター】市民協働部　市民活躍課
【スポーツ施設】市民協働部　スポーツ振興課

施設概要

指定管理者名 西浅井地区地域づくり協議会

①西浅井公民館　所在地：滋賀県長浜市西浅井町大浦2590番地、開 設：昭和63年
　　　施設内容　会議室1･2、調理実習室、研修室A・B 、大・小ホール、多目的集会室、視聴覚室
②西浅井運動広場運動場　所在地：滋賀県長浜市西浅井町大浦190番地1、開設：昭和62年
　　　施設内容　運動場、夜間照明
③西浅井運動広場テニスコート　所在地：滋賀県長浜市西浅井町大浦190番地、開設：平成元年
　　　施設内容　ハードコート2面
④西浅井運動広場体育館　所在地　滋賀県長浜市西浅井町大浦190番地、開設：平成8年
　　　施設内容　アリーナ、トレーニングルーム、ビジタールーム、多目的ホール
⑤西浅井運動広場 グラウンドゴルフ場　所在地：滋賀県長浜市西浅井町大浦190番地1
　　　開設：平成9年、施設内容：天然コース、東屋
⑥西浅井いきいきホール　所在地：滋賀県長浜市西浅井町塩津浜1795番地、開設：平成9年
　　　施設内容 屋内グラウンド

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

事
業
成
果

利
用
状
況

利用者
アンケー
トの結果 結果

◎満足度　全6項目の集計
　・満足　　40％（回答数87）
　・やや満足　29％（回答数62）
　・普通　　25％（回答数54）
　・やや不満　2％（回答数5）
　・不満　　  2％（回答数5)
　・わからない  2％（回答数4）

施
設
の
収
支

収入（千円） 15,327

（利用料金収入）

支出（千円）

自主事業の実施状況

①公民館講座
　参加人数　913人
②あすなろ大学
　参加人数　178人
③きらりセミナー
　参加人数　48人
④スポーツ教室
　3教室

その他の特記事項

年度 平成２８年度

（指定管理料） 14,036 14,434 14,434

平成２９年度 平成３０年度

利用状況

【公民館】
利用件数　　　　509件
利用者数　　　9,644人
【スポーツ施設合計】
利用件数　　　1,317件
利用人数　　 33,503人

【まちづくりセンター】
利用件数　　　　450件
利用者数　　　6,783人
【スポーツ施設合計】
利用件数　　　1,530件
利用人数　　 37,410人

【まちづくりセンター】
利用件数　　　　478件
利用者数　　　6,616人
【スポーツ施設合計】
利用件数　　　1,320件
利用人数　　 37,407人

実施概要
利用者アンケート調査実施
　回答数　37件

利用者アンケート調査実施
　回答数　34件

利用者アンケート調査実施
　回答数　42件

◎満足度　全6項目の集計
　・満足　　36％（回答数70）
　・やや満足　27％（回答数52）
　・普通　　24％（回答数47）
　・やや不満　3％（回答数6）
　・不満　　  1％（回答数1)
　・わからない  9％（回答数18）

◎満足度　全6項目の集計
　・満足　　33％（回答数67）
　・やや満足　30％（回答数62）
　・普通　　31％（回答数64）
　・やや不満　2％（回答数3）
　・不満　　  0％（回答数0)
　・わからない  4％（回答数8）

総
合
評
価

主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

B
指定管理者へのコメント

管理業務について適切に実施がされている。今後は、地域におけるあり方の検討、収支
改善や利用者の増加に向けた取組を期待したい。

評価委員会開催日 令和2年1月28日（指定管理者への聴取を含む）
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実施概要
受付カウンターにて通年設
置

受付カウンターにて通年設
置

施
設
の
概
要
等

施設名称 大見いこいの広場

施設所管課 管理原課：市民協働部 市民活躍課　被委任課：北部振興局 地域振興課

施設概要

指定管理者名 株式会社　ふるさと夢公社きのもと

指定期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日（3年間）/平成30年4月1日～令和3年3月31日（3年間）

所在地： 滋賀県長浜市木之本町大見772番地
構造・面積：敷地面積 46,438.62 ㎡ 、延床面積 2,143.00 ㎡、
　　　　　　　木造、鉄筋コンクリート造等
開設年度：平成8年3月
施設内容：センターハウス、コテージ、ヴィラ、オートキャンプ場、
　　　　　　 バーベキューテラス、土間式体育館等

各施設にアンケート用紙の
設置及び予約サイトのアン
ケートフォームによる実施

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利用状況

宿泊者数　　　　　 　 6,877人
野外施設利用者数 10,018人
その他施設利用数  2,411人
年間利用者数計　 19,306人

宿泊者数　　　　　  　8,060人
野外施設利用者数 10,407人
その他施設利用数   1,421人
年間利用者数計　  19,888人

宿泊者数　　　　　　  5,201人
野外施設利用者数　9,993人
その他施設利用数　2,198人
年間利用者数計　 17,392人

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③都市建設部長　④防災危機管理局長

評価項目

71.88

79.00100 79

86.43140

315400

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 115

経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況

③適正な管理運営の取組

78.75

121

事
業
成
果

利
用
状
況 利用者

アンケー
トの結果

結果

回答51件
満足36件
普通15件
低い0件
満足度70.5％

自主事業の実施状況

１ 流しそうめん
参加者目標数　1,154人
利用料収入　577,000円
２ ピザ焼き体験
参加者目標数　65人
利用料収入　14,700円
３ WS・フォトスタンド教室
参加者目標数　141人
利用料収入　70,500円

その他の特記事項

41,460 47,325

44,315

１ 流しそうめん
参加者目標数　1,444人
利用料収入　644,700円
２ ピザ焼き体験
参加者目標数　55人
利用料収入　　　　0円
３ WS・フォトスタンド教室
参加者目標数　35人
利用料収入　17,500円

１ 流しそうめん
参加者目標数　1,133人
利用料収入　681,620円
２ ピザ焼き体験
参加者目標数　60人
利用料収入　　　0円
３ WS・フォトスタンド教室
参加者目標数　130人
利用料収入　115,185円

39,27238,278

回答12件
満足9件
普通2件
低い1件
満足度75％

回答123人
満足…88人 やや満足…9人
普通…25人 やや不満…0人
不満…1人

施
設
の
収
支

収入（千円） 41,410 43,231 48,276

（指定管理料） 3,132 3,958 3,961

（利用料金収入）

支出（千円） 39,154

総
合
評
価

主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

A
指定管理者へのコメント

利用者の増加や収益の確保等の取組はもちろん、利用者の満足度が非常に高い点が特
に評価できる。今後のさらなる事業展開に期待したい。

管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保

②効率性の向上の取組

評価委員会開催日 令和2年2月3日（指定管理者への聴取を含む）
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施
設
の
概
要
等

施設名称 木之本福祉ステーション

施設所管課 健康福祉部　高齢福祉介護課

施設概要

指定管理者名 社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会

所在地：滋賀県長浜市 木之本町千田53番地
構造・面積：鉄骨（一部鉄筋コンクリート）造平屋建、
　　　　　　　敷地面積 3,789.30 ㎡、延床面積1,486.28 ㎡
開設年度：平成12年4月
施設内容：通所介護事業所、高齢者福祉センター

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

配布数46、回収数39、回答率84％。
1．回答者は80歳以上が8割を占
め、6割が女性。2．お風呂を楽しみ
にされている方が多い。3はレクレー
ション以外は「満足」が最も多く、4は
「満足」が最も多い

配配布数48、回収数40、回答率
83％。
1．回答者は80歳以上が8割を
占める。2．お風呂、レクレーショ
ン、他人との交流を楽しみにさ
れている方が多い。3、4、5は
「満足」が最も多い

実施概要

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．その
他、意見や要望

利用状況

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　5,571人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　5,778人

66.25

70,832 65,350

8,438

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　4,184人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　6,042人

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　6,072人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　5,612人

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．その
他、意見や要望

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．利用
してみたいデイサービス、7．
その他、意見や要望

8,438

評価項目

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 106

事
業
成
果

利
用
状
況 利用者

アンケー
トの結果

結果

配布数47、回収数38、回答率
80％。
1．利用者は80歳以上が8割を
占め、7割が女性。2．お風呂を
楽しみにされている方が多い。
3、4は「満足」が最も多い

施
設
の
収
支

収入（千円） 68,613

（指定管理料） 8,438

その他の特記事項

60,174 62,387 56,838

65,744

（利用料金収入）

支出（千円）

自主事業の実施状況

・きのもと福祉のつどい
　参加者　141名
・男性の出番講座
　参加者　計18人

・きのもと福祉のつどい
　参加者186名

総
合
評
価

主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

B
指定管理者へのコメント

厳しい状況の中であっても、リハビリに重点を置いた特色ある事業に取り組んでいる。引
き続きサービスの維持向上を図っていただき、利用者数を増やす工夫をお願いしたい。

400

管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 107

285 71.25

③適正な管理運営の取組

・きのもと福祉のつどい
　参加者163名
・男の料理教室（2回）
　参加者　計36人

68,982 62,998

76.43

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 72 72.00

評価委員会開催日 令和2年2月3日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③都市建設部長　④防災危機管理局長

71.25
76.43

72.00
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400 279 69.75

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 108 77.14

62.50

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 71 71.00

評価項目

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 100

145,614 125,748

9,700

106,078

133,817 134,852 115,682

115,446 118,127

実施概要

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．その
他、意見や要望

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．その
他、意見や要望

手法：ペーパー方式
1．利用者　2．デイサービス
提供状況、3．満足度、4．職
員、5．要望や不満、6．利用
してみたいデイサービス、7．
その他、意見や要望

配布数53、回収数26、回答率49％。
1．回答者は80歳以上が9割を占
め、約6割が女性。2．お風呂や食事
を楽しみにされている方が多い。3．
4は「満足」が多いが、レクリエーショ
ンや部屋の居心地についてやや、
満足度が低い。

配布数50、回収数29、回答率
58％。
1．回答者は80歳以上が9割を
占め、約6割が女性。2．お風
呂、食事、レクレーションを楽し
みにされている方が多い。3、4、
5は「満足」が最も多い

配布数59、回収数43、回答率
72％。
1．利用者は80歳以上が約8割
を占め、約7割が女性。2．お風
呂や他の人との交流を楽しみに
されている方が多い。3．4は「満
足」が最も多い

利用状況

施
設
の
概
要
等

施設名称 高月福祉ステーション

施設所管課 健康福祉部　高齢福祉介護課

施設概要

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　8,294人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　6,653人

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　8,783人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　6,429人

・高齢者福祉センター事業
　利用者数　9,191人
・デイサービスセンター事業
　利用者数　6,300人

指定管理者名 社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会

所在地：滋賀県長浜市 高月町西物部73番地1
構造・面積：鉄骨鉄筋コンクリート造 フッ素樹脂鋼鈑葦 平屋建
　　　　　　　敷地面積 5,201.00 ㎡、延床面積1,803.00 ㎡
開設年度：平成6年4月
施設内容：通所介護事業所、高齢者福祉センター

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

事
業
成
果

施
設
の
収
支

収入（千円） 144,564

（指定管理料） 9,700

その他の特記事項

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

9,700

（利用料金収入）

支出（千円）

自主事業の実施状況

・福祉講演会
　参加者　73人
・地域サロン活動支援サロン
スタッフ講習会（計3回実施）
　延べ82人

・福祉講演会
　参加者　73人
・地域サロン活動支援サロン
スタッフ講習会（計3回実施）
　延べ134人

・福祉講演会
　参加者　85人
・地域サロン活動支援サロン
スタッフ講習会（計3回実施）
　延べ88人

利
用
状
況 利用者

アンケー
トの結果

結果

総
合
評
価

主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

B
指定管理者へのコメント

厳しい状況の中であっても、利益の確保に努めている点が評価できる。今後も地域福祉
の推進や地域住民の居場所づくりに向けた取組を、さらに進めていただきたい。

評価委員会開催日 令和2年2月3日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③都市建設部長　④防災危機管理局長

69.75
77.14

71.00
62.50
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②効率性の向上の取組

③適正な管理運営の取組

合計



令和元年度　総合評価結果表

施
設
の
概
要
等

施設名称 長浜バイオインキュベーションセンター

施設所管課 産業観光部　商工振興課

施設概要

指定管理者名 一般社団法人バイオビジネス創出研究会

所在地：滋賀県長浜市田村町1281番地8
構造･面積：鉄筋造 板葺き平屋建
　　　　　　　敷地面積5652.21㎡、建築面積1625.20㎡
開設年度：平成18年
施設内容： 研究室、共同利用室、経営支援室、駐車場等

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

1．施設について
　（設備）　満足80％
　　　　　　どちらかといえば満足10％
　　　　　　どちらかといえば不満10%
　（共用部分）　満足100％
2．運営について
　　支援内容　満足　70％
　　どちらかといえば満足　30%

1．施設について
　（設備）　満足82％
　　　　　　どちらかといえば満足9％
　　　　　　どちらかといえば不満9%
　（共用部分）　満足100％
2．運営について
　　支援内容　満足　73％
　　どちらかといえば満足　27%

実施概要
利用者アンケート調査実施
（配布枚数10社分・回収枚数10
社分）

利用状況

入居室数
　　12.9室（3社卒業、4社入居）
入居料収入
　　24,378,000円（税込）

73.75

34,233 37,916

5,457

入居室数
　　12.8室（1社卒業、1社入居）
入居料収入
　　24,318,000円（税込）

入居室数
　　15室（1社卒業、2社入居）
入居料収入
　　27,945,000円（税込）

利用者アンケート調査実施
（配布枚数10社分・回収枚数10
社分）

利用者アンケート調査実施
（配布枚数11社分・回収枚数11
社分）

5,457

評価項目

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 118

事
業
成
果

利
用
状
況 利用者

アンケー
トの結果

結果

1．施設について
　（設備）　満足80％
　　　　　　どちらかといえば満足10％
　　　　　　どちらかといえば不満10%
　（共用部分）　満足100％
2．運営について
　　支援内容　満足　60％
　　どちらかといえば満足　40%

施
設
の
収
支

収入（千円） 34,272

（指定管理料） 5,457

その他の特記事項

24,714 24,656 28,316

34,082

（利用料金収入）

支出（千円）

自主事業の実施状況
年間収入　345,600円（税込）
月平均　6.6者利用

年間収入　224,640円（税込）
月平均　4.3者利用

総
合
評
価

主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

A
指定管理者へのコメント

センター入居者の確保、入居者へのサポートなど主体的な取組が評価できる。引き続き
市担当課と連携し、利用者の維持拡大をお願いしたい。

400

管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 116

310 77.50

③適正な管理運営の取組

年間収入　691,200円（税込）
月平均　2.6室利用

33,185 48,794

82.86

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 76 76.00

評価委員会開催日 令和2年2月4日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③市民生活部長　④下水道事業部長

77.50
82.86

76.00
73.75
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令和元年度　総合評価結果表

事
業
成
果

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利
用
状
況

利用状況

貸館事業収入　5,548,900円
自主事業収入　5,451,838円
利用件数　　　　2,078件
利用者数　　　　43,188人

貸館事業収入　5,460,250円
自主事業収入　5,363,910円
利用件数　　　　2,200件
利用者数　　　　37,393人

貸館事業収入　5,841,470円
自主事業収入　6,886,668円
利用件数　　　　2,506件
利用者数　　　　45,211人

利用者
アンケー
トの結果

実施概要 未実施
利用者アンケート調査実施
（64名から回答）

利用者アンケート調査実施
（274名から回答）

結果

施
設
の
概
要
等

施設名称 長浜勤労者総合福祉センター

施設所管課 産業観光部　商工振興課

施設概要

所在地： 滋賀県長浜市港町4番9号
構造・面積：鉄筋コンクリート 一部鉄骨造2階建
　　　　　　　敷地面積 886.94㎡ 建築面積 659.61㎡、延床面積 995.45㎡
開設年度：昭和63年9月23日
施設内容：会議室、研修室、職業実習室、教養文化室、多目的ホール等

指定管理者名 株式会社　ロハス長浜

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

未実施
職員の対応、清掃状況については
満足度が高く、内装、設備について
は普通の評価が多い。

職員の対応、清掃状況については
満足度が高く、内装、設備について
は普通の評価が多い。

施
設
の
収
支

収入（千円） 14,917 12,173 12,554

（指定管理料） 6,713 6,713 6,713

（利用料金収入） 5,549 5,460 5,841

支出（千円） 16,742 15,565 16,633

自主事業の実施状況

【イベント開催】
インターフェスタ、夏休みこど
もイベント等　6つのイベント
を開催
【生涯学習教室の開講】
運動、教養、こども、趣味等
の32教室を実施
利用料収入　5,451,838円

【イベント開催】
インターフェスタ、夏休みこど
もイベント等　8つのイベント
を開催
【生涯学習教室の開講】
運動、教養、こども、趣味等
の29教室を実施
利用料収入　5,363,910円

【イベント開催】
インターフェスタ、夏休みこど
もイベント等　6つのイベント
を開催
【生涯学習教室の開講】
運動、教養、こども、趣味等
の30教室を実施
利用料収入　6,886,668円

その他の特記事項

総
合
評
価

評価委員会開催日 令和2年2月4日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③市民生活部長　④下水道事業部長

評価項目 主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計 400 309 77.25

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 120 75.00

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 79 79.00

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 110 78.57

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

A
指定管理者へのコメント

利用者の確保や自主事業の実施など、適切な管理運営が評価できる。引き続き他施設と
の連携や勤労者向けの取組を進めていただきたい。

77.25
78.57
79.00
75.00
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令和元年度　総合評価結果表

事
業
成
果

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利
用
状
況

利用状況
利用件数　　　　　　798件
年間利用者数　　　8,026人

利用件数　　　　　　　723件
年間利用者数　　　　8,454人

利用件数　　　　　　　702件
年間利用者数　　　　8,400人

利用者
アンケー
トの結果

実施概要 － － －

結果

施
設
の
概
要
等

施設名称 高月共同福祉施設

施設所管課 産業観光部　商工振興課

施設概要

所在地：滋賀県 長浜市高月町渡岸寺155番地１
構造・面積：鉄筋コンクリート造2階建
　　　　　　　延床面積 498.10 ㎡、
開設年度：昭和63年3月23日
施設内容：大研修室、研修室、会議室、小会議室、談話室等

指定管理者名 特定非営利活動法人　花と観音の里

指定期間 平成28年4月1日～令和3年3月31日（5年間）

－ － －

施
設
の
収
支

収入（千円） 5,058 5,168 5,080

（指定管理料） 4,390 4,390 4,390

（利用料金収入） 668 778 690

支出（千円） 4,709 4,459 4,668

自主事業の実施状況

観音検定
年間利用者数　21人
利用料収入　85,000円
※観音検定ジュニアは無料

観音寄席　82人
利用料収入　122,000円

観音検定
年間利用者数　21人
利用料収入　78,640円

観音寄席　86人
利用料収入　138,500円

観音文化振興　16人

観音検定
年間利用者数　22人
利用料収入　78,640円

観音寄席　96人
利用料収入　138,500円

その他の特記事項

総
合
評
価

評価委員会開催日 令和2年2月4日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③市民生活部長　④下水道事業部長

評価項目 主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計 400 287 71.75

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 160 96 60.00

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 100 74 74.00

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 140 117 83.57

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

B
指定管理者へのコメント

地域文化である観音検定など特色ある取組や利用者からの要望を拾い上げる仕組みが
評価できる。今後も企業や勤労者向けの積極的な取組を期待したい。

71.75
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74.00
60.00
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令和元年度　総合評価結果表

事
業
成
果

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利
用
状
況

利用状況 年間利用者数　16,361人 年間利用者数　18,452人 年間利用者数　16,346人

利用者
アンケー
トの結果

実施概要
利用者アンケート調査実施
回収枚数38

利用者アンケート調査実施
回収枚数270

利用者アンケート調査実施
回収枚数38

結果

施
設
の
概
要
等

施設名称 小谷城戦国歴史資料館

施設所管課 市民協働部　歴史遺産課

施設概要

所在地：長浜市小谷郡上町139番地
構造・面積：鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積233.50㎡
開設年度：平成19年10月1日（建築年昭和56年）
施設内容：資料の展示、保存、収集及び調査研究

指定管理者名 小谷城址保勝会

指定期間 平成27年4月1日～平成30年3月31日（3年間）/平成30年4月1日～令和3年3月31日（3年間）

◎全体としての満足度調査
　・満足　　　50％（回答数19）
　・やや満足 11 ％（回答数4）
　・やや不満　5％（回答数2)
  ・回答なし　13

◎全体としての満足度調査
　・満足　　76％（回答数206）
　・やや満足　9％（回答数24）
　・やや不満　2％（回答数5)
  ・回答なし　35

◎全体としての満足度調査
　・満足　　　76％（回答数29）
　・やや満足　13％（回答数5）
　・やや不満　　3％（回答数1)
　・回答なし　3

施
設
の
収
支

収入（千円） 8,935 9,522 9,524

（指定管理料） 4,701 4,701 4,870

（利用料金収入） 4,091 4,499 4,317

支出（千円） 8,584 9,399 9,416

自主事業の実施状況

・シリーズ探訪会　全4回
　参加者　94人
・探訪会　1回　参加者29人
・館内&登山ガイド　随時
　参加者　103名・3団体
・企画展示

・館内&登山ガイド　随時
　参加者　89名・5団体
・展示

・館内&登山ガイド　随時
　参加者　26名
・講座　全4回　参加者98名
・シリーズ講座　全6回575名
・展示

その他の特記事項

総
合
評
価

評価委員会開催日 令和2年2月7日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③下水道事業部長

評価項目 主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計 300 254 84.67

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 120 106 88.33

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 75 58 77.33

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 105 90 85.71

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

A
指定管理者へのコメント

施設の規模が限られている中でも、ガイドの活用など様々な工夫を行い、利用者確保に
努めている点が高く評価できる。引き続き利用者の満足度を高める取組をお願いしたい。
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令和元年度　総合評価結果表

事
業
成
果

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

利
用
状
況

利用状況
利用件数　535件
年間利用者数　48,991人

利用件数　607件
年間利用者数　46,996人

利用件数　507件
年間利用者数　42,966人

利用者
アンケー
トの結果

実施概要
利用者アンケート調査実施
回収枚数146

利用者アンケート調査実施
回収枚数113

利用者アンケート調査実施
回収枚数82

結果

施
設
の
概
要
等

施設名称 長浜市曳山博物館

施設所管課 市民協働部　歴史遺産課

施設概要

所在地：滋賀県長浜市元浜町14番8号
構造・面積、敷地面先：3,187.52 ㎡、延床面積： 2,501.96 ㎡（本館棟）、115.2 ㎡（工房棟）
構造：本館棟　鉄筋コンクリート造 地上2階・地下1階、工房棟 鉄筋コンクリート造 地上2
階
開設年度：平成12年10月1日
施設内容：【本館棟】常設展示室、映像展示室、収蔵庫、修理ドッグ、伝承スタジオ、会議
室、
　　　　　　　事務室、学芸作業室、エントランスホール、機械室、便所、エレベーター ほか
　　　　　　　【工房棟】工房（ワークルーム）、電気室、機械室

指定管理者名 公益財団法人　長浜市曳山文化協会

指定期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日（３年間） / 平成３０年４月１日～令和３年３月３１日（３年間）

◎全体としての満足度調査
　・満足　　79％（回答数116）
　・やや満足 10％（回答数15）
　・不満　　　　　4％（回答数6)
　・無回答　9

◎全体としての満足度調査
　・満足　　79％（回答数89）
　・やや満足 12％（回答数14）
　・やや不満　　4％（回答数4)
　・無回答　6

◎全体としての満足度調査
　・満足　　　90％（回答数74）
　・やや満足　　7％（回答数6）
　・やや不満　　0％（回答数0)
　・無回答　2

施
設
の
収
支

収入（千円） 27,951 29,070 39,999

（指定管理料） 12,350 12,350 28,299

（利用料金収入） 11,719 12,400 11,398

支出（千円） 26,859 27,273 40,452

自主事業の実施状況 子ども歌舞伎撮影 子ども歌舞伎撮影 子ども歌舞伎撮影

その他の特記事項

総
合
評
価

評価委員会開催日 令和2年2月7日（指定管理者への聴取を含む）

評価委員（順不同） ①総合政策部長　②総務部長　③下水道事業部長

評価項目 主な評価の視点 配点 評価点 100点換算

合計 300 213 71.00

①設置目的の達成の取組 施設の設置目的の達成、利用者サービスの向上 120 72 60.00

②効率性の向上の取組 経費の節減等、収入（利用者）の増加、経理の状況 75 52 69.33

③適正な管理運営の取組 管理運営費の実施状況、公共性・安全性等の確保 105 89 84.76

総合評価及び
各評価項目の評価点
（100点換算）

総合評価

B
指定管理者へのコメント

地域と連携しながら曳山の文化伝承等に大きな役割を果たしていただいている。今後、入
館者を増やすための工夫や仕掛けを積極的に展開していただきたい。
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