
（様式２）

１　指定管理者施設概要

～

２　利用実績等

　（１） 利用実績

①　登録者数 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 R２（参考）

本郷小学童クラブ 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 467 490

本郷北小学童クラブ 77 77 78 80 80 82 82 82 82 82 82 82 966 915

上三川小学童クラブ 63 63 63 66 68 68 68 68 68 68 68 68 799 647

上三川小第２学童クラブ 74 75 75 75 77 78 77 77 77 77 77 77 916 841

坂上小学童クラブ 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 418 422

北小学童クラブ 57 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 64 738 587

明治小学童クラブ 38 38 38 41 41 41 41 42 42 43 43 46 494 561

南っ子学童クラブ 36 37 37 38 38 38 39 39 41 40 40 40 463 420

合計 417 424 426 435 440 443 443 444 446 446 446 451 5,261 4,883

増減の理由

②　利用者数 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 R２（参考）

本郷小学童クラブ 475 408 489 406 330 438 402 384 363 316 309 348 4,668 4,763

本郷北小学童クラブ 1,090 892 1,063 1,063 920 1,037 1,015 990 968 861 844 953 11,696 9,428

上三川小学童クラブ 827 677 812 767 726 797 799 752 731 673 616 731 8,908 7,065

上三川小第２学童クラブ 943 810 988 869 750 815 810 818 768 713 663 720 9,667 7,080

坂上小学童クラブ 570 473 634 519 404 561 513 537 516 448 427 511 6,113 5,041

北小学童クラブ 595 538 626 586 578 596 553 579 602 518 489 627 6,887 4,058

明治小学童クラブ 518 475 600 522 404 584 592 586 598 513 449 555 6,396 6,068

南っ子学童クラブ 421 387 474 395 347 314 268 274 257 205 211 241 3,794 3,277

合計 5,439 4,660 5,686 5,127 4,459 5,142 4,952 4,920 4,803 4,247 4,008 4,686 58,129 46,780

増減の理由

令和3年4月1日 令和8年3月31日

指定管理者 代表取締役　山田　智治

一部登録数が減少した学童（本郷小・坂上小・明治小学童）もあるが、全体で見ると増加している。増加の要因としては、1
年生の申込の増加と高学年の継続利用者の増加が挙げられる。減少した学童では前年よりも1年生の申請が少なかっ
た。

登録者数の増加に加え、R２はコロナの感染拡大により４月５月の間、登園自粛を呼び掛けていたため利用者が少なかっ
たことが影響し、今年度の利用者が大幅増となっている。

管理運営状況等の評価シート（令和3年度分）

上三川町放課後児童クラブ（8カ所）

住　　所 東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3

指　定　期　間

施設名

名　　称

代表者名

子ども家庭課

名　　称

施設所管課

各学童のシートに記載

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

所在地



③　開所日数 （単位：日）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計 R２（参考）

本郷小学童クラブ 22 19 23 21 20 21 22 22 21 19 19 23 252 252

本郷北小学童クラブ 22 19 23 22 20 21 22 21 21 20 19 23 253 253

上三川小学童クラブ 23 21 24 23 21 22 24 22 22 21 20 24 267 266

上三川小第２学童クラブ 23 20 24 22 20 22 24 22 22 21 20 24 264 265

坂上小学童クラブ 22 19 23 21 20 21 22 21 21 20 19 23 252 251

北小学童クラブ 22 19 23 21 19 21 22 22 21 20 19 24 253 253

明治小学童クラブ 22 19 23 21 20 21 22 22 22 19 19 23 253 253

南っ子学童クラブ 22 19 23 21 20 21 22 21 22 20 19 23 253 253

合計 178 155 186 172 160 170 180 173 172 160 154 187 2,047 2,046

増減の理由

　（２） サービス改善の状況
コロナ対策として、検温、手洗い、手指消毒の徹底に加え、おやつ提供時は飛沫防止用シールドを使用。熱中症対策として、こまめな
水分補給を促すと共に、塩分チャージタブレットを用いて塩分補給を行い、保護者が安心して子育てと仕事の両立に取り組めるよう対
策をとってまいりました。またサービスの平等のひとつとして季節の壁面制作、誕生日、クリスマス、お別れ会については統一のものを
準備しました。

概ね前年度と同様である。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修、
外部研修（認定資格研
修）を受講しています。

学校と情報交換を実施し
ています。また、地域ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱの方をお呼びし「語り
べ」をしてもらいました。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・配慮の必要な児童につい
て、積極的に学校と情報交
換をしており評価できる。

利用者とのコミュニケーション

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

積極的な学校・地域との連携

評価意見

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

項目 評価内容
指定管理者 施設所管課

評価意見

施設名
名　　称 本郷小学童クラブ

所在地 上三川町大字東蓼沼251番地



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。 ・職員・管理体制について

は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修の実施
等、回数の増加に努めてい
る。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
動画研修ﾂｰﾙを導入し支
援員の人材育成、資質向
上を図りました。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・学校と定期的な情報交換
の場を設けている。また、
個別に配慮の必要な児童
について、積極的に学校と
情報交換をしており評価で
きる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

学校との情報交換や連携
を積極的に行い。ｺﾐｾﾝ祭
りやｸｵｰﾀｰ清掃にも参加
し、地域との連携も図りま
した。

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

施設名
名　　称 本郷北小学童クラブ

所在地 上三川町大字西汗1528番地1

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

S S

A A

A A

A A

A A

S A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修、
外部研修（認定資格研
修）を受講しています。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・学校と定期的な情報交換
の場を設けている。また、
個別に配慮の必要な児童
について、積極的に学校と
情報交換をしており評価で
きる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

月1回学校と情報交換を
実施しています。また、地
域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方をお呼び
し「語りべ」をしてもらいま
した。

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

施設名
名　　称 上三川小学童クラブ

所在地 上三川町大字上蒲生45番地1

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

自主事業実施の効果

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修、
外部研修（認定資格研
修）を受講しています。

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

月1回学校と情報交換を
実施しています。また、地
域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方をお呼び
し「語りべ」をしてもらいま
した。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。 ・アンケートの結果を基に、

利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・学校と定期的な情報交換
の場を設けている。また、
個別に配慮の必要な児童
について、積極的に学校と
情報交換をしており評価で
きる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。

施設名
名　　称 上三川小第２学童クラブ

所在地 上三川町しらさぎ一丁目22番地3

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

積極的な学校・地域との連携

評価意見

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

項目 評価内容
指定管理者

施設・設備の維
持管理

施設所管課

評価意見



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修を
受講しています。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・配慮の必要な児童につい
て、積極的に学校と情報交
換をしており評価できる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

月1回学校と情報交換を
実施しています。また、地
域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方をお呼び
し「語りべ」をしてもらいま
した。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

施設名
名　　称 坂上小学童クラブ

所在地 上三川町大字坂上628番地

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修、
外部研修（認定資格研
修）を受講しています。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・配慮の必要な児童につい
て、積極的に学校と情報交
換をしており評価できる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

学校と情報交換を実施し
ています。また、地域ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱの方をお呼びし「語り
べ」をしてもらいました。

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

施設名
名　　称 明治小学童クラブ

所在地 上三川町大字大山558番地8

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修、
外部研修（認定資格研
修）を受講しています。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・配慮の必要な児童につい
て、積極的に学校と情報交
換をしており評価できる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

学校と情報交換を実施し
ています。また、地域ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱの方をお呼びし「語り
べ」をしてもらいました。

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

施設名
名　　称 南っ子学童クラブ

所在地 上三川町大字多功1412番地

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修等、回数
の増加に努めている。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
弊社ﾂｰﾙを用いた研修を
受講しています。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

評価意見

・アンケートの結果を基に、
利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・配慮の必要な児童につい
て、積極的に学校と情報交
換をしており評価できる。

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

積極的な学校・地域との連携

学校と情報交換を実施し
ています。また、地域ﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱの方をお呼びし「語り
べ」をしてもらいました。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

利用者とのコミュニケーション

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

施設名
名　　称 北小学童クラブ

所在地 上三川町大字上蒲生1725番地

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

指定管理者 施設所管課

評価意見
項目 評価内容



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。



３　管理運営状況 （※項目、評価内容は施設の状況等に応じ修正することとする）

自己評価 評価

A A

A A

A S

A A

A A

A A

S S

A A

S S

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A

施設名
名　　称 本郷北小学童クラブ第2棟

所在地 上三川町大字西汗1528番地1

評価意見

施設・設備の維
持管理

建物・設備の保守点検

「安全点検チェック表」「退
出時安全確認チェックリス
ト」「おやつ賞味期限・アレ
ルギー調査チェック表」を
用いて毎日確認をしてい
ます。

・毎日の退出時の安全確
認チェック等適切に行われ
ている。
・コロナ禍で、入退出の際
の消毒やおもちゃなどの子
どもが共有して使用するも
のへの消毒作業を行って
おり、おやつの際には、児
童一人一人に仕切り（シー
ルド）を設置し、隣との飛沫
を防ぐなど努力が見られ
た。

備品の適切な管理

施設の衛生管理

項目 評価内容
指定管理者 施設所管課

評価意見

・ルールに従い、利用許可
証及び減免通知書の発行
業務が適切に行われてい
る。適切な利用減免

利用者サービス
向上の取組み

利用者のニーズに応じたサービスの提供

アンケートや意見交換会
で頂いたご意見をもとに
サービスの向上に努めて
います。 ・アンケートの結果を基に、

利用者の意見に対して対
応を行い、原因把握や改
善に努めている。
・利用者の利用状況を随時
確認し、適切な利用形態と
なるよう個別に対応してお
り、利用者に対する細やか
な気遣いが見られる。
・学校と定期的な情報交換
の場を設けている。また、
個別に配慮の必要な児童
について、積極的に学校と
情報交換をしており評価で
きる。

利用者とのコミュニケーション

利用者満足度調査の実施
利用者アンケートを実施
しました。

平等な利用の確
保

適切な利用許可 適切に利用許可証及び減
免通知書を発行していま
す。

親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを実施し、
保護者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを
図り、気になる児童の保
護者との個別面談を実施
しました。

個人情報の保護

入社時個人情報の研修を
行っています。また資料を
配布し、定期的に全員確
認のため理解度テストを
行いました。

積極的な学校・地域との連携

学校との情報交換や連携
を積極的に行い。ｺﾐｾﾝ祭
りやｸｵｰﾀｰ清掃にも参加
し、地域との連携も図りま
した。

事業の実施

「放課後児童クラブ運営指針」に基づく
育成支援の実施

運営指針を理解し、指針
に沿った育成支援を行っ
ています。

・2部制での実施や距離を
取った席配置など、コロナ
禍でも創意工夫により密を
避けて自主事業を実施して
いた。自主事業実施の効果

弊社本部企画ﾂｰﾙを使い
児童の遊び、学びに役立
てました。また、親子ﾚｸﾘ
ｴｰｼｮﾝを通して保護者と
の交流、地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの
方に「語りべ」をやってい
ただき上三川町を知るこ
とができました。

・職員・管理体制について
は、基準に沿った実績であ
る。
・利用料金の徴収につい
て、未納なしで適正に徴収
されている。
・職員の研修については、
独自ツール等を利用したオ
ンラインでの研修の実施
等、回数の増加に努めてい
る。

仕様書に規定された職員の配置

利用料金の徴収 適正に徴収しています。

危機管理体制の構築・安全対策の実施
危機管理マニュアルを配
布し、職員に研修を行い
ました。

事業報告書等の提出

職員の研修
動画研修ﾂｰﾙを導入し支
援員の人材育成、資質向
上を図りました。

職員・管理体制

関係法令等の遵守
関係法令を遵守した運営
をしております。



A A

A A

A A

A A

A A

●評価基準（評価項目）

評価

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

●判定基準（総合評価）

収支状況

指定管理料の執行状況
計画予算に沿って、無駄
のない効率的な運営を
行っております。また、消
耗品購入に際しシダック
スグループの一元物流シ
ステムを活用し、スケール
メリットを発揮して経費節
減を図っています。

総合評価

指定管理者 施設所管課

総合判定 良好

・一元物流管理システムを
活用し、経費節減等に努め
ている。

適切な経理書類の作成

伝票、通帳、印鑑等の適切な管理

収入及び支出額（収支決算の状況）

経費節減策の実施

（優 良）協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容であり、管理運営
や利用者サービス等の向上において十分な成果が確認できる。

総合判定 良好

〔努力した点・具体的な成果〕 〔評価すべき点〕
保護者との連携・交流が図れるよう、親子ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
を開催し、保護者とより密接に関係を築けるようにし
た。また、地域連携を取りつつ、自主事業の多種多
様化に取り組んだ。

・保護者と良好な関係を築き、各利用者の個別の事情
に合わせて、柔軟かつ適切に対応している。
・コロナ禍ながら創意工夫をして、自主事業と職員研
修の数を増やし、サービスの質の向上に努めており評
価できる。

〔改善すべき点〕 〔改善指導すべき点〕

体力増進を目指し、ｺﾛﾅ禍でもできるｽﾎﾟｰﾂ系ｲﾍﾞﾝﾄ
を取り入れていきたいと思います。また、支援員の統
一した資質向上の為、全体研修を多く開催していき
たい。

・自主事業の開催について、土日開催事業の増加、種
類に富んだ事業の実施により一層努めていただきた
い。
・アンケートで挙げられている、お弁当の注文方法や
支払いの電子化の要望等、手続き面でのサービス向
上について計画的に検討、改善に努めていただきた
い。

評　価　基　準

（良　好）協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である

（課題含）協定書等の基準を遵守しているが、内容の一部に課題がある

（要改善）協定書等の基準が遵守されておらず、改善の必要な内容である

   ※協定書等とは、協定書、仕様書及び年度計画書等を指します。

判定 判　定　基　準

要改善 　評価項目にＣがふくまれている

優　良   すべてがＡ以上であり、Ｓが４割以上である

良　好 　８割以上がＡ以上である

課題含 　すべてＢ以上である


