
平成２４年度 指定管理者業務実績シート 

 

                               作成年月日 平成２５年６月２８日 

部 経済部 課 労働課 

 

施設名・所在地 函館市職業訓練センター 

函館市東川町１番２号 

設置条例 函館市職業訓練センター条例 

指定管理者名 渡島地方技能訓練協会 指定期間 平成２４年４月 １日～ 

平成２７年３月３１日 

指定管理者の特別な

要件 

 

設置目的 技能労働者に対して職業訓練を行なうことにより，職業に必要な技能の習得及び

向上を図り，職業人として有為な労働者を養成する 

設置年月 昭和４７年１１月１３日 建設費 93,360千円 

構造規模等 

耐用年数 

鉄筋コンクリート造３階建：管理棟 

鉄骨造２階建：実習棟 

敷地面積 1900.52㎡  建物延面積 1580.66㎡ 

開館時間 

休館日等 

午前９時～午後５時 

・日曜日および土曜日 

・国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日 

・１月２日，１月３日および 12月 29日から 12月 31日までの日 

・市長が必要と認めるとき 

料金体系 利用料金制の採用の有無：無 

１ 指定管理者が行う業務の内容および実施状況 

 (1) 管理業務 

  ア 業務内容 

   ・ 利用者に関すること（使用申請の受付・許可，備品等の取扱説明等） 

   ・ 維持管理に関すること（施設内外清掃・保守点検・警備・備品管理等） 

  イ 実施状況 

   ・ 協定書業務処理要領に従い，適正に実施している。 

   ・ 施設補修についての専門的技能を有する指定管理者の構成団体から，補修の必要性等の助言

を受ける等，指定管理者の組織を活用し，効果的に維持管理が行われている。 

 (2) 委託事業 

   なし 

 (3) 自主事業（設置目的に資する事業） 

  ア 実施内容 

   ・ 技能訓練や職業能力向上等の技能者人材育成に関する事業 

   ・ 技能検定の普及促進・実施に関する事業 

  イ 実施状況 

   ・ 利用団体と連携を図り，技能検定前講習および認定職業訓練の円滑な実施に努めている。 

   ・ 企業等を訪問し，技能検定受検の勧奨，検定制度の普及に努め，受検者を増加させた。 

 

２ 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 

   なし 

 



 

３ 市民ニーズの把握の実施状況 

 ・ 利用団体からの意見・要望の聴取（５月） 

    意見等なし 

 ・ アンケート用紙および意見箱の設置（常設）  ※意見等に対する回答は公表する 

    意見等なし 

 

４ 施設の利用状況（利用者数，稼働率など） 

 ・平成 24年度の月別利用者数 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

利用者数 76 20 200 395 145 175 280 35 285 695 572 295 3,173 

 

 ・年度別利用者数                             ←指定期間→  

 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

利用者数 4,020 4,246 3,533 3,430 3,173 
 

５ 指定管理者の収支状況 

                                       （単位：千円） 

 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

収入 
委託料 3,957 3,957 3,949 3,949 

計 3,957 3,957 3,949 3,949 

支出 

人件費 2,599 2,577 2,641 2,604 

需用費   329  608  473  326 

光熱水費   332  332  315  312 

役務費   109  120  100  103 

手数料    98   18  174  119 

委託料   225  225  217  217 

使用料    27   30   29   28 

備品購入費   238   47   0   0 

計 3,957 3,957 3,949 3,709 
 

６ モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況 

 (1)モニタリングの実施状況 

  ア 月次報告（書類による確認） 

   ・教室等ごとの利用日数，利用人数等 

   ・施設・設備の保守点検，清掃および修繕実施結果 

   ・苦情・事故等の対応状況およびその他施設管理，運営上必要な事項 

   ・利用者アンケートの実施結果 

  イ 年次報告（書類による確認） 

   ・施設利用状況および保守点検等にかかる実施状況ならびに収支決算状況等 

  ウ 実地調査 

   ・施設使用申請書等：月次報告書との照合（11月） 

   ・修繕箇所，保守点検等実施設備の確認（随時） 

 (2)改善指示等の実施状況 

  なし 



７ 指定管理者に対する評価 

 ① 指定管理者の自己評価 

区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応 

業務の履行

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

企業等の訪問により，技能検定実技試験

受検者の増加を図ることができた。ま

た，施設補修に関する専門的な技能を有

する協会会員から，補修にかかる助言等

を受けながら維持管理を行った。 

今後とも協会の機能を十分に発揮し

ながら，効果的かつ適正な維持管理に

努めるとともに，設置目的に資する事

業を積極的に展開し，労働者の職業能

力の開発・向上を図っていきたい。 

サービスの

質の状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

協会会員のほか，前年度の施設利用者へ

の電話がけなどによる施設利用の働き

かけを行った。 

少数の職員体制のメリットを生かし，

利用者サービスの質の向上を図ると

ともに，利用促進への取り組みに努め

ていきたい。 

団体の経営

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

独自に収入を得ることが困難であり，補

助金，助成金等に頼らざるを得ない。 

技能検定受検者の増加対策に力を入

れ，これに伴う雑収入の確保に努めて

いきたい。 

 

 ② 市の指定管理者に対する実績評価 

区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応 

業務の履行

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

協定書に従い，適正に実施されている。 

・企業等への技能検定受検の勧奨等の積

極的な取組みにより，検定実技受検者

数が昨年度に比べ大幅に増加した。 

・指定管理者の構成員から施設補修の助

言を受ける等，効果的な施設の維持管

理が行われている。 

施設老朽化の課題はあるが，今後とも

指定管理者の構成員による自主的か

つ専門的技能を活用する等，効果的か

つ適正な維持管理を行っていただき

たい。また，設置目的に資する事業の

推進に努め，職業人として有為な労働

者の養成に積極的に取り組んでいた

だきたい。 

サービスの

質の状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

企業訪問，過去の利用者への電話がけ

等，積極的な利用の働きかけを行ってい

るほか，利用団体からの意見聴取やアン

ケート意見箱の設置等，利用者ニーズの

把握に努め，サービスの質の向上のため

の取組みが適切に行われている。 

技能労働者の減少により，利用者数の

減少傾向が続いていると推測するが，

今後とも在職者の技能向上が図られ

るよう，積極的な利用促進に努めてい

ただきたい。 

団体の経営

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

事業の公益性が高く，独自の収益確保は

困難である。 

雑収入の確保等，様々な取り組みによ

り公益性のある事業を継続的かつ安

定的に実施し，地域経済・産業の発展

に寄与していただきたい。 

 

Ａ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。 

（事業収支，経営状況に問題はない） 

Ｂ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。 

（事業収支，経営状況の今後に注意を要する） 

Ｃ 協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。 

（事業収支，経営状況に早急な改善を要する） 

Ｄ 協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。 
 

 


