
１　施設の概要

２　指定管理者の業務

３　施設の管理体制

名 名 名臨時職員

【連絡先】 088-621-2710

計

平成30年4月1日

県民の防災に関する意識の啓発及び知識の普及を図り、もって本県の災害時の円滑な防災活動に
資するとともに、近隣の施設と相まって、県民の健康の保持及び増進その他の県民の福祉の向上
に寄与するために設置。（徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例第一条）

対象の施設は、徳島県立西部防災館の管理運営に関する基本協定書第６条に基づく次に掲げる
施設及び備品。
本館：鉄筋コンクリート造(一部SRC)２階建て　床面積780㎡
別館：鉄骨造　床面積1,630㎡
駐車場ほか敷地面積：3,443㎡
物品：備品
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指定管理者名 四国開発土木株式会社 指定期間 平成30年4月1日～令和3年3月31日

対象施設名

施設内容

利用料金等

徳島県立西部防災館の設置及び管理に関する条例第２条、第４条に基づく次に掲げる業務。
・屋内運動施設その他の施設を利用に供すること。
・防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。
・防災及び災害に関する資料の展示を行うこと。
・健康の保持及び増進に関する意識の啓発、知識の普及及び資料展示を行うこと。
・その他西部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
・西部防災館の施設等の維持管理（知事が指定する補修等を除く。）に関する業務
・利用の許可に関する業務
・使用料の徴収に関する業務
・その他西部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務

指定管理者の業務内容

○本館　　　　　　　　　　　　　　　　　○別館
　多目的室1：2,720円(午前又は午後)　　　　屋内運動施設：1,440円(1時間)
　多目的室2：1,360円(午前又は午後)　　　　シャワー：100円(1回)
　研修室：2,040円(午前又は午後)
　調理室：2,580円(午前又は午後)

開館時間：本館　午前9時～午後5時
　　　　　別館　午前9時～午後10時
休館日：月曜日（ただし、祝日・振替休日の場合は開館し、その日に最も近い平日を休館日
　　　　　　　　とする）
　　　　毎月第１火曜日（祝日・振替休日に当たる場合を除く）

管理体制

徳島県立西部防災館 施設所在地

設置年月日

設置目的

施設所管課 とくしまゼロ作戦課

開館日・休館日等

徳島県美馬市美馬町中鳥

別紙様式１

統括責任者

施設長（1名）
統括責任者

施設長（1名）
統括管理担当

副施設長（1名）
事務・庶務業務

担当者（2名）

事務・庶務業務

担当者（1名）
事務・設備担当責任者（1名）



４　施設の利用状況

※料金収入は使用料徴収事務の委託契約書に基づき徳島県へ納付

５　収支の状況

計
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水道光熱費 1,484

事務用品費 738



６　コスト削減・サービス向上に関する取組状況

７　自主事業の取組状況

コスト削減の取組

・社内書類は使用済み印刷用紙の裏面を積極的に活用し、印刷費の削減に努めている。
・デマンド監視装置の活用により契約電力の削減を行い、エネルギー料金の削減に努めている。
・清掃や簡易な修繕は職員が実施し、コスト削減に努めている。
・外部委託をする際は必ず相見積りを取るようにして、適切な価格での委託を行っている。

サービス向上の取組

・利用者ニーズに対応して人気講座開催回数の調整または休館日・供用時間の変更を行う等、柔軟
な管理体制を実施して利用促進を図っている。
・HPやFacebookの活用によりPR活動ができている。
・イベント情報を記載したパンフレットを関係機関と連携して配布を行っている。
・近隣の学校や自治体、各種団体及び自主防災組織に利活用を呼びかけ、積極的に防災に対する意
識の啓発及び知識の普及を図っている。

自主事業取組状況

・風水害防災展（平成30年8月29日～9月5日、9月12日～17日）
・地震災害防災展（平成30年10月10日～14日、平成31年3月8日～13日）
・救急救命、応急手当展（平成30年11月2日～7日、18日～23日）
・雪害防災展（平成30年12月1日～9日、平成31年1月9日～14日）
・命を守るとくしまー０（ゼロ）作戦条例展（平成31年2月8～20日）
・その他防災、健康に関するイベント多数実施



８　管理運営業務に係る点検・評価

点　検　結　果

①利用者ニーズの把握・分析と利用促進
　・利用者ニーズの把握
　・利用者ニーズへの対応
　・施設の利用促進

・防災普及啓発業務の実施について、地元の防災関係機関との連携に
より事業を実施している。
・地元のスポーツ・健康団体とも連携を行っている。

A

A

A

項　　　　　　目 評　価

②自主事業
　・計画した自主事業の実施

・毎日職員が施設内を巡回し、故障や異常に対し適切に対応してい
る。
・年間作業計画に基づき適切な維持管理を実施している。
・県備品は適切に管理され、過不足はない。

④収支計画
　・収支計画の達成状況
　・コスト削減の状況
　・外部委託の状況 A

・印刷費の削減や省エネ活動の実施により、コスト削減に努めてい
る。
・清掃や簡易な修繕は職員が実施し、コスト削減に努めている。
・外部委託をする際は必ず相見積りを取るようにして、適切な価格で
の委託を行っている。

・緊急時の連絡体制が整備されている。
・緊急時の対応をマニュアル化し、職員に周知されている。
・火災訓練や救命救急の訓練を実施している。
・個人情報については、ルールを徹底し適正な対応を行っている。

⑧地域との連携
　・地元団体等との連携

A

・会員や初めての講座を受講される利用者を中心に毎月アンケート調
査を実施し、利用者ニーズの把握に努めている。
・利用者ニーズに対応して人気講座の開催回数を増やすなど、柔軟な
管理体制を実施している。
・HPやFacebookの活用によりPR活動ができている。
・イベント情報を記載したパンフレットを関係機関と連携して配布を
行っている。

・計画と月のずれはあるものの、年間では計画を超える回数の自主事
業を実施している。
・自主事業の利用者には高齢者の方が多く、若年層の利用を増やすた
めの工夫が必要。

③適正な維持管理
　・施設の保守管理・修繕
　・年間作業計画に基づく適正な維持管理
　・県備品等の適正な管理

⑤管理運営体制等
　・管理運営業務計画書
　・職員の配置、研修計画
　・利用料金の徴収、減免
　・モニタリングの実施状況

A

・管理運営業務計画書に基づき職員の配置や外部委託等が実施されて
おり、適切な管理に努めている。
・講座を開催する際は、職員も同席するようにして能力の向上に努め
ている。特に防災士の資格取得に注力している。
・利用料金の徴収・減免は適切に実施している。
・定期的にセルフモニタリングを実施し、県へ報告ができている。

⑥職員体制
　・職員の労働条件

A

⑦地域への貢献
　・地元雇用の状況
　・地元企業への業務委託 A

・当施設の職員は、地元の町民を採用している。
・物品の調達は、可能な限り地元の企業から行っている。

⑨安全管理
　・安全管理体制、事故防止体制
　・災害等発生時の対応体制
　・マニュアルの整備、職員教育
　・個人情報保護への適正対応

A

・管理運営体制計画に基づき労働条件の遵守はできている。



〈評価指標〉 Ｓ：協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ａ：概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
Ｂ：協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
Ｃ：管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

※　項目については、事業計画書と整合性をはかる。

９　その他（今後の課題及び対応等）
・ヨガ等の健康講座が人気であり、今後は防災に関しての講座の利用促進が必要である。
　また受講者には高齢者の方が多く、若者に人気のでる講座を今後考える必要がある。
・パラスポーツの普及を図るためにも、施設の減免利用に福祉関係も加える必要がある。
・会議室の利用が現状午前・午後のみであるため、利用促進のためにも時間貸しの検討が必要である。

⑪その他
　・指定取消要件の該当の有無
　・関係法令の遵守状況
　・情報公開請求への対応体制 A

・県からの是正措置や指定の取り消し要件に該当する事案はない。
・関係法令の遵守は徹底されている。
・情報公開請求への対応体制は整備されている。

総合評価 A ・協定書等の内容や目標を問題なく達成できている。

⑩環境への配慮
　・環境対策の状況

A

・外回りの清掃を定期的に行っている。
・土嚢袋での栽培を行い、防災普及を行いつつ環境への配慮もできて
いる。

項　　　　　　目 評　価 点　検　結　果


