
１　施設の概要

２　類似施設・近隣施設

指定管理者 公益財団法人やまなし文化学習協会

設置根拠
（法律、条例等）

山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例

設置目的
　県民に男女共同参画に関する学習の機会と交流の場を提供し、もって男女共同
参画の推進に資することを目的とする。

指定管理者施設の管理運営状況評価（モニタリング）シート（平成28年度事業分）

施設名
山梨県立男女共同参画推進センター
（ぴゅあ富士）

所管課
県民生活部
県民生活・男女参画課

所在地 都留市中央3-9-3
設置年月日

（改築年月日等）
平成2年12月25日

主な施設内容
（定員等）

○敷地面積　3,853.59㎡
○建築面積　1,124.65㎡
○延床面積　2,340.40㎡
○建物の構造　鉄筋コンクリート造り、地上3階建て
○施設の内容
・1階　団体連絡室、視聴覚・音楽室、交流コーナー、託児室、相談室、
　保健室、事務室
・2階　工芸・美術室、調理実習室、茶華道室、レクリェーション室、図書室
・3階　大研修室、小研修室

主な業務内容

(1)利用の承認に関する業務
(2)施設及び設備器具の維持保全に関する業務
(3)男女共同参画に関する学習機会と交流の場の提供に関する業務

名称
施設内容
利用状況等

（1）都留市ウグイスホール
（2）都留市まちづくり交流センター
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３　利用状況 単位：人、％

４　指定管理業務の収支状況

利用者数合計

目標値

目標値設定の考え
方及びその理由

対26年度比

利用率

43,445

55,643

57,400

32.6%

事業参加者数

16,588,000

平成27年度 平成28年度
平成29年度
（目標値）

平成26年度

29,463,000
収
　
入

単位：円、％

58,163 58,326

57,200 59,900

利
用
者
数

入館者数

支
　
出

県への納付金
管理運営費
うち外部委託費（B)
支出合計（C)

収支差額（A-C) 370,173

20,265,404

18,709,444 18,995,000

14.0% 13.2% 13.8% 15.5%

5,390,712 5,500,000
38,974,848 35,583,000
69,066

外部委託比率（B÷C)
利用者一人当たりの経費 579.0 562.7 567.3 491.1

44,729

13,59712,198 11,325

46,838

60,000

104.5% 104.8%

対前年度実績概ね3％増

34.5% 36.3%

施設利用料
指定管理者委託料
その他
収入合計（A)
人件費

2,209,399 2,520,000
39,043,914 35,583,000

平成27年度
平成28年度
（計画値）

平成28年度
（実績値）

平成29年度
（計画値）

3,609,120 3,600,000 3,745,830 3,600,000
33,674,889 33,707,000 33,088,685
2,509,578 2,900,000
39,793,587 40,207,000
20,391,744 20,652,000

5,535,792 5,300,000
39,423,414 40,207,000

19,031,670 19,555,000
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５　利用者満足度

単位：％

施設・設備の充実度 68.1% 29.0% 2.6% 0.0%

施設・設備の整備状態 77.8% 20.8% 1.0% 0.0%

サービスの内容 76.5% 22.1% 0.7% 0.0%

事業 83.2% 16.4% 0.1% 0.3%

実施方法等
実施時期：平成28年4月～平成29年3月
実施方法：施設利用者へのアンケート
回答数：307人

調査項目 満足
どちらかといえば

満足
どちらかといえば

不満
不満

施設全般の満足度 77.8% 20.5% 1.0% 0.0%

利用者の意見

・定期的にピアノの調律をお願いしたい。
・調理室に消臭剤を置いてほしい。
・パソコン教室を受講したい。
・トイレのクリーニングがすばらしい。
・いろいろ魅力的な催しをありがたく思っています。

利用者の意見
への対応

・ピアノについては2月に年1回の調律を行った。
・調理室に消臭剤を設置した。
・平成２９年度にパソコン講座を計画している。
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６　評価結果

運営業務

設置及び管理条例、利用及び利用料金
に関する事務取扱要綱、業務計画書に
基づき適正に業務を執行した。
　企画事業については、管内市町村推
進委員及び市町村担当者との連携会議
や、自治会活動における男女共同参画
を考えるシンポジウム等を開催した。

　業務計画書等に基づき適正に執行さ
れている。
　企画事業については、地域における男
女共同参画の推進の重要拠点として、
県民や市町村の取組を支援するほか、
女性の活躍推進などの社会状況を踏ま
えた事業や、様々な課題解決に向けた
実践的な活動を積極的に実施してい
る。
　引き続き、それぞれの地域のニーズを
踏まえながら、市町村や地域で活動する
団体、管内の大学等と連携し、地域にお
ける様々な課題解決に向けた実践的な
事業展開を進めること。

利用状況

　入館者数は、44,729人で昨年度に比
べ4.5％減少した。
　事業参加者数については女性の健康
や活躍支援を目的とした講座等を開催
し、前年度に比べ20％ほど増えたが、利
用者全体としては前年度と同程度であっ
た。

　事業参加者数は増加しているが、利用
者数は目標を下回っている。
　センターの利用者増に取り組むととも
に、若年層に事業への参加を促すた
め、今後も魅力的な事業の企画やＰＲの
手法、ＳＮＳの発信時期など、効果的な
方法を検討すること。

指定管理者の自己評価 施設所管課の評価

維持管理業務

　法令、業務計画書等に基づき、施設の
適正な管理・運営に努めた。
　利用者からの要望や館内点検の結果
により、施設の不具合箇所が見つかった
時は、速やかに修繕を実施した。
　また大規模災害を想定した防災訓練、
消防訓練を実施した。
　さらに、利用者の安心・安全を図るた
め、職員による館内巡回の増加に努め
る等、防犯体制の強化を図った。

　業務仕様書、業務計画書に基づき、施
設の維持管理業務が適切に実施されて
いる。
　利用者の安全確保のため、避難経路
の環境整備を図るとともに、内容を重視
した実践的な防災訓練や、あらゆる場面
を想定した防犯体制の強化に努めるこ
と。

　支出の増については利用者の利便性
を高めるための修繕などによるものであ
り、適正と認められる。
　今後も利用者のニーズを把握し、必要
かつ効果的な事業、修繕の実施に努め
ること。

収支状況

　施設利用料収入については前年度に
比べ3.8％増加している。
　支出については不具合箇所の増加に
より修繕費は増加したが、節電等により
光熱水費が減り、全体として前年度に比
べ1％減少した。
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　施設の管理については、より効率的な運営に努めるとともに、利用者の意見や要
望等を把握し、迅速に対応していく。施設・設備に関する満足度は高く、利用者か
らは「講座・セミナーの充実」に期待する声が多いため、今後も期待に添えるよう魅
力ある講座等の拡充に努めていく。また、さらに多くの県民にセンターを利用して
いただけるよう、サービスの向上に努め、ＰＲにも力を入れながら利用者増に努め
る。
　事業については、地元大学と連携して講座を開催することなどにより、地域にお
けるネットワークづくりを進めていく。

自主事業

　ぴゅあ富士の施設を地域の方々により
身近に感じてもらうため、親子を対象とし
たそばうちなどの体験講座等を開催し、
6事業、258人の参加者があった。

　自主事業は、センターの周知と、参加
者を男女共同参画関連事業への参加に
つなげていく事業でもある。
　今後も工夫を凝らした事業の企画・実
施に努めること。

運営目標の達
成状況

　施設及び設備器具の維持保全にあたり、基本協定書、業務計画書等に基づき、
専門業者による法定点検及び職員による日々の定期点検を実施し、結果につい
ては定期報告書を県に提出し確認を受けている。
　利用者からの要望や館内点検の結果により、施設・設備の不具合箇所が見つ
かった10件については、速やかに修繕を実施した。
　入館者数は、44,729人で前年度より4.5％減少した。
　また、企画事業については、自治会活動における男女共同参画を考えるシンポ
ジウム等を開催し、全体として109事業13,597人の参加があり前年比20％ほどの増
加となった。
　利用者数の合計は58,326人となり、目標値59,900人に対し1,574人下回った。

施設所管課によ
る総合的な評価
及び指導事項

　施設管理、運営業務、自主事業等については、協定及び業務計画書等に基づ
き概ね適正に執行されている。
　施設の修繕についても、速やかな対応がとられている。また、企画事業にも創意
工夫が見られ、今年度は女性の健康や活躍支援を目的とした講座等を開催し、参
加者の増加につなげている。これらの自主努力により総合的な利用者満足度も高
い評価を得ている。一方、入館者数は前年度に比べ減少している。今後も利用者
満足度調査等の結果に基づき、利用者等の意見に対する業務改善を図り、利用
者増に取り組むよう指導した。
　また、推進センターは男女共同参画の推進拠点であることから、それぞれの地域
のニーズを踏まえながら、市町村や地域で活動する団体、管内の大学等と連携
し、地域における様々な課題解決に向けた実践的な事業を実施するよう指導し
た。

利用者満足度

　施設の利用者及び事業参加者の満足
度については、98％の方に「満足」、「ど
ちらかといえば満足」の評価を得てい
る。
また。「不満」、「どちらかといえば不満」
の意見に対しては、その内容に応じて可
能な限り速やかに対応した。
　今後も、利用者、事業参加者へのアン
ケートをもとに、施設の適切な管理、事
業の運営に努めていきたい。

　利用者満足度はいずれの項目も高い
評価を得ている。
　引き続き利用者ニーズの把握に努め、
施設の維持管理を適切に行い、利用者
にとって快適な環境を提供するとともに、
企画事業の充実などにより更なる向上に
努めること。

施設所管課の
指導事項に対す
る指定管理者の
対応状況
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７　管理体制（組織図）

平成２８年４月１日現在

（富士） （峡南）

事務局長 1

臨時職員

（総合）

1 リーダー 1 リーダー 1 リーダー 1

一般職員 1 非常勤職員

館長 1

副館長 1

推進幹

2 一般職員 1 非常勤職員 4

非常勤職員 3 臨時職員 1 臨時職員 1 臨時職員 1

合　計 ２１人

一般職員 ２人

非常勤職員 ９人

３人

館長 １人

事務局長 １人

副館長 １人

推進幹 １人

リーダー ３人
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