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指定管理者による公の施設の管理運営状況

平成29（2017）年度

県営住宅（大田原地区）施設名

県土整備部住宅課施設所管課

県営住宅管理業務受託共同企業体指定管理者

・とちぎ県北不動産業協同組合（法人番号5060005007765）

・株式会社東陽宅建（法人番号6060001011720）

・株式会社万建設興業（法人番号9060001012105）

指定期間 平成27（2015）年４月１日～平成30（2018）年３月３１日

１ 施設の概要

大田原市、那須塩原市、那須町施設所在地

別紙 県営住宅の概況表のとおり施設の概要

業務内容 ①県営住宅及び共同施設等の維持管理並びに運営に関する業務

②上記の業務に付帯する業務

③その他、指定管理者が県営住宅の管理上必要と認める業務のうち知事のみの権限

に属するものを除く業務

２ 収支の状況

平成29（2017）年度 （千円）

収入 支出

指 ４０，３００ 指 ２４，８８０指定管理料 事業費

定 ０ 定 ５，８３４利用料金収入 管理運営費

管 ０ 管 ８，５９４その他収入 人件費※１

理 理 ７２８その他支出※１

４０，３００ ４０，０３６※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ２６４

自主事業 ０ 自主事業 ０

自主事業収支差額② ０

２６４収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・公租公課 ７２８千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 ４０，３００ 指 ２５，２６８指定管理料 事業費

定 ０ 定 ５，７７０利用料金収入 管理運営費

管 ０ 管 ９，１２５その他収入 人件費※１

理 理 １５その他支出※１

４０，３００ ４０，１７８※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① １２２

自主事業 ０ 自主事業 ０

自主事業収支差額② ０

１２２収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・公租公課 １５千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

施設名 平成28（2016）年度 平成29（2017）年度

（前年度）

管理戸数 ５０２戸 ５０２戸

大田原地区の県営住宅 入居戸数 ２１戸 ２８戸

退去戸数 ３４戸 ３８戸

(７団地) 募集戸数 １２０戸 １１６戸

申込者数 ５０人 ４３人

応募倍率（最高） ６．０倍 ４．０倍

応募倍率（最低） ０．０倍 ０．０倍

抽選会実施回数 ７回 ７回

４ サービス向上に向けた取組

・昼食時の休憩時間でも問い合わせに対応するため、１名は常駐する体制を構築しました。

・夜間休日等の緊急時対応が迅速に行われる様、警備会社・運営委員と連携し24時間体制を構築し

ました。

・ホームページを活用しました(募集住居情報・申込み手続き案内・申込書のダウンロードなど)。

・巡回サービスを実施し、管理人・高齢者・身障者宅を訪問し信頼関係を構築するとともに修繕の

。 、 。必要な箇所の情報や要望等の集約を図る また 迷惑駐車や放置物の監視・指導を実施しました

・管理人集会を開催し、巡回サービス員との顔合わせや意見聴衆を実施しました。

・空き駐車場を利用した２台目駐車場の貸出しを実施しました。

・団地内の懸案事項の早期解決のため、臨時運営部会を開催しました。

・家賃滞納者や修繕連絡をスムーズに実施するため、ＳＭＳ(PCショートmail)を導入しています。

・職員のスキルアップのため、外部研修会に参加しました。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・管理人等を通じた、住民の要望等の把握

・巡回サービス業務による、故障、不具合箇所の早期発見と要望の把握

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・小動物（犬、猫）の飼育苦情 ・当該者への注意指導を実施

・騒音苦情 ・〃

・所定のスペース以外への迷惑駐車 ・車両への注意文の貼紙・架電での指導を実施

主な利用者意見（積極的評価）

・入居者間のトラブルや要望等に対して、迅速な対応を行った結果、入居者・管理人等から評価さ

れた。

・巡回サービスによる高齢者世帯や単身入居者等への定期的な声かけや電話サービス等が好評を得

ている。

６ 指定管理者による自己評価

成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組

・来客者の印象向上のため、来所・帰所時に起立して挨拶するようにしました。

・ホームページ等電子媒体による案内サービスを提供しました。

・巡回サービス時の張り紙、指導により通路・集合ポスト付近の放置物が激減しました。

・違法駐車車両への張り紙、入口への三角コーン＆バー設置、空き駐車場を利用した２台目駐車場

の貸出しにより迷惑駐車が減少しました。

・入居者間の苦情等には、早期に対応すると共に慎重かつ柔軟に対応する事が出来ました。

。・緊急時の２４時間対応が迅速に出来る様に警備会社・運営委員と連携して体制を構築しています

・業務時間内は１名が必ず対応出来るよう体制を構築しています。
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・設備の保守点検は、計画的に適切に実施しました。

・外部の研修会に職員を参加させてスキルアップを図りました。

・家賃等の徴収業務は、徴収状況を適時把握しＳＭＳ・訪問等により徴収率向上に努めました。

※指定管理者が独自に設定重点評価項目

・社会的孤立や孤独死を防ぐために、巡回サービスや架電による定期的な声掛けサービスを実施

して好評を得ています。

・自治会に対する情報の共有化等を実施し協力体制を構築する事により相互の理解を図る事が出来

ました。

・巡回サービスにより管理人・自治会長と協力体制を確立し危険性の有る箇所の早期発見や早期

改善に繋がりました。

今後改善・工夫したい事項

・施設の老朽化に伴い、修繕箇所が増加傾向に有りますが、緊急性や優先順位を見極めながら、

効率的な運営に努めていきます。

・入居者のトラブルや苦情も多く発生していますので、月１度の運営部会開催の他に臨時の運営部

会を開催して早期解決に努めます。

・家賃等の滞納者については、民間のノウハウを活かし引続き徴収率の向上に努めます。

・高齢者や身障者宅訪問時の不在宅には、架電やＳＭＳを活用して引続き連絡する様努めます。
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７ 所管課による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

概ね適正に執行された。１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

Ｃ平等利用の

確保

―②使用許可に関する権限が適正に行

―使されたか。

概ね適正に執行された。特に高齢者に③高齢者、障害者等に対する配慮は

への定期的な声かけサービスを実施し Ａなされたか。また、平等利用が確保

ている。できない場合の対応は適切か。

概ね適正に執行された。２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

Ｃ効用の最大 がなされたか。

限発揮

②施設の利用促進、県民サービスの ホームページを開設し、電子媒体に

Ｂ向上が図られたか。 よる案内サービスを提供するなど、

施設の利用促進に努めた。

入居者を代表して管理人から利用満足③利用者満足度を把握し、満足度の

度を聴取し、苦情に対応した。 Ｃ向上が図られたか。

迅速かつ適切な対応に努めた。④利用者からの意見、苦情に対して

Ｃ適切な対応がなされたか。

維持管理に係る点検業務委託を適切に⑤施設、設備、備品の維持管理や安

執行し、問題には迅速に対応した。 Ｃ全管理は適切になされたか。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 保証人の現況調査を行い、必要に応じ

善等がなされたか て新たな保証人の選定を指導した。 Ｂ。

現体制に特に問題は見られない。 Ｃ３．管理を ①組織体制は適正か。

安定的に行

概ね適正と認められる。う物的人的 ②収支は適正でバランスがとれたも

Ｃ基礎 のか。

事務費の節減に努めたが、団地の修繕③経費の縮減に取り組まれてきたか。

費が想定より増加した。 Ｃ

概ね適正に実施されている。④人材育成は適切に実施されている

Ｃか。

緊急事故についても迅速かつ適切に対⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

応している。 Ｂ応）は確保されているか。

確保されている。⑥県や関係機関との連携体制は確保

Ｃされているか。
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実施されている。４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

Ｃ報保護 計画どおり実施されているか。

文書等の開示に関する規定を制定して②情報公開は適切になされているか。

いるが、開示請求はなかった。 Ｃ

公営住宅の趣旨を踏まえ、問題意識を５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

もって自己評価がされている。 Ｂがなされているか。

実施なし②自主事業が計画どおりに実施され

－ているか。

実施なし③イベント等を実施している場合は、

－地域との連携が図られているか。

電灯のLED化など電力節約を実施して④環境への配慮（騒音・光害対策、

いる。 Ｃごみ削減等）がなされているか。

特になし －⑤その他管理運営上の特記事項

総合的な評価

・県営住宅の管理について、適正に行われたと認められる。

・特に、①保証人の現況を調査し、必要に応じて新たな保証人の選定を促すなど独自の取組に努め

た点、②架電や訪問の他、ＳＭＳ（ショートメール）による連絡を活用し、入居者に必要な情報の

提供を行うなど民間でのノウハウを活かした創意工夫が見られた点については、評価できる。

・しかし、家賃徴収に向けた取組を積極的に行ったものの、徴収率は前年度を下回り、また収入未

済額は前年度を上回った。今後、縮減に向けて、より一層、積極的な対応を求めたい。

※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。

Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。

Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。

Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。

Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。

Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。



県営住宅概況表（大田原区）

駐車場

木造・簡平 耐火 計 浴室 浴槽 管理区画

12 ２ＤＫ

28 ３ＤＫ

8 ４ＤＫ

４階建２棟４８戸

黒磯住宅 那須塩原市黒磯505 8 168 168 ３ＤＫ 有 有 無 有 S57～S61

３階建８棟１６８戸

20 ２ＤＫ

98 ３ＤＫ

20 ３ＬＤＫ

３階建４棟４８戸 ５階建３棟９０戸

埼玉住宅
（募集停止）

那須塩原市埼玉101 9 40 40 ２ＤＫ 有 無 無 無 S49

２階建９棟４０戸

8 ２ＤＫ

40 ３ＤＫ

16 ４ＤＫ

４階建４棟６４戸

8 ２ＤＫ

16 ２LＤＫ

8 ３ＤＫ

４階建１棟３２戸

黒田住宅
（募集停止）

那須町寺子丙30 2 12 12 ２ＤＫ 有 無 無 無 S46

平屋建２棟１２戸

5

H10

有 有 無

合計　７団地　３３棟　５０２戸

東原住宅 那須塩原市東原5-1 4 64

間取り 建設年度

1

3
稲村住宅 那須塩原市埼玉6-1061 7

浴室等
EV

有

2

4

NO 住宅名 所在地 管理棟数

有 有 有 H7～H10

管理戸数

中田原住宅 大田原市中田原2097 2 有 有

7

6
三島住宅

那須塩原市東三島6-
337-150 1

有48

有

138 有

32

有

有 有 有 H17

H4～H5
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