
新潟市南区老人福祉センターいこいの家楽友荘・いこいの家月寿荘・白寿荘の

指定管理者の指定について 
 

南区健康福祉課 
 

１．概要 
  新潟市老人福祉センターいこいの家楽友荘・いこいの家月寿荘・白寿荘の

管理運営について、現在の指定管理者（株式会社関越サービス）の指定期間

（平成３０年４月１日から令和３年３月３１日）満了に伴い再選定を行いま

した。再選定にあたり、新潟市南区老人福祉センター指定管理者申請者評価

会議を開催し、外部有識者により、公平・公正な審査を行い「株式会社関越

サービス」を指定管理者候補者として選定しました。 
  選定した団体を施設の指定管理者として指定するために、地方自治法２４ 
４条の２第６項により、議会の議決を得るものです。 

 
２．提出議案 
  別紙（案）のとおり 
  
３．根拠法令等 
  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項 
  新潟市老人福祉センター条例（平成１６年条例第９６号）第１６条 
  
４．指定期間 
  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
 
５．指定のスケジュール  

項目 時期 
公募開始 令和２年８月１７日 

募集要項の配布， 
募集説明会の申込受付 

令和２年８月１７日～８月２６日 

募集説明会 
施設見学会 

令和２年９月２日 

質問受付 令和２年９月２日～９月８日 

質問回答期限 令和２年９月１５日 

申請書類の受付 令和２年９月１６日～９月２３日 

公開プレゼンテーション，

ヒアリング 
令和２年１０月７日 

選定結果の公表 令和２年１０月３０日 

指定管理者の指定 令和２年１２月議会 

協定の締結 令和３年３月 

業務開始 令和３年４月１日 



 

議案第  号 

   指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  令和２年１２月２日提出 

新潟市長 中原 八一   

 

施設名  
指定管理者  

指定の期間  
所在地  名称  

いこ いの 家楽 友

荘 

新潟 市西 蒲区 巻

甲５ ４６ ５番 地

４ 

株式会社関越サービ

ス 

令和３年４月１日か

ら 

令和８年３月３１日

まで 

いこ いの 家月 寿

荘 

新潟 市西 蒲区 巻

甲５ ４６ ５番 地

４ 

株式会社関越サービ

ス 

令和３年４月１日か

ら 

令和８年３月３１日

まで 

老人 福祉 セン タ

ー白寿荘  

新潟 市西 蒲区 巻

甲５ ４６ ５番 地

４ 

株式会社関越サービ

ス 

令和３年４月１日か

ら 

令和８年３月３１日

まで 

 

 

 

 

 



指定管理者候補者の選定結果について 

 

 

南区役所健康福祉課所管の新潟市老人福祉センターについて、令和２年８月１７日より指定管理者

を公募しておりましたが、以下のとおり候補者を選定しました。 

 

施設名及び所在地 指定管理者（候補者） 

いこいの家楽友荘 

（新潟市南区味方５８３番地１） 

株式会社関越サービス 

（新潟市西蒲区巻甲５４６５番地４） 

いこいの家月寿荘 

（新潟市南区月潟７７０番地） 

株式会社関越サービス 

（新潟市西蒲区巻甲５４６５番地４） 

老人福祉センター白寿荘 

（新潟市南区白根１１３２番地１） 

株式会社関越サービス 

（新潟市西蒲区巻甲５４６５番地４） 

 

選定理由等 

施設の概要 

 老人福祉センターは高齢者の健康を保持し、その福祉を図るために設置された

施設である。施設には大広間や入浴設備等があり、地域の高齢者の交流・生きが

い施設として利用されている。 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員   大野 寛之  （日本公認会計士協会東京会新潟県会） 

委員   山田 豊   （新潟県社会保険労務士会） 

委員   笠井 昭男  （南区老人クラブ連合会会長） 

委員   五十嵐 康広 （新潟市地域包括支援センターあじかた） 

指定管理者 

（候補者） 

株式会社関越サービス 

代表者  代表取締役 小川 和宣 

住 所   新潟市西蒲区巻甲５４６５番地４ 

指定期間 

（予定） 
令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

選定理由 

指定管理者候補者の選定にあたっては、応募が１団体であったため、新潟市南

区老人福祉センター指定管理者申請者評価会議において、上記応募者から提出を

受けた事業計画書等の資料をもとに、事業計画、事業提案、収支計画等について

選定基準に基づき評価を行った。 

その後、評価会議における評価結果を参考に検討した結果、上記応募者は指定

管理者としての業務遂行能力を有するとして、指定管理者候補者に選定すること

とした。 

なお、候補者選定の参考とした評価会議における評価結果は別表１～３のとお

りである。 

現在の指定管

理状況との主

な変更点 

指定管理者候補者について、楽友荘及び月寿荘は平成３０年度から、白寿荘は

２８年度からそれぞれ指定管理者として、多くの事業や積極的な広報を行ってお

り、また、この度のコロナ禍に対応した施設運営を行ってきた点を評価する。今

後も利用者の安心安全を基本とし、状況に応じた施設運営を期待する。 

スケジュール 

第１回評価会議  ７月２９日 ※仕様書・選定基準・目標管理型評価項目の決定 

募集要項等配布  ８月１７日～２６日 

公募説明会    ９月２日 

質問受付     ９月２日～９月８日 

応募受付     ９月１６日～２３日 

第２回評価会議  １０月７日 

今後、市議会での審議・議決を経て、指定管理者に指定される。 



所管部署 

(問い合わせ先) 

南区役所 健康福祉課 高齢介護担当 

ＴＥＬ：０２５－３７２－６３２０（直通） 

E-mail：kenko.s@city.niigata.lg.jp 

 

 ↓委員会説明資料作成時に記載 

【参考】現指定管理期間の評価（平成３０年４月～令和３年３月） 

指定管理者 株式会社関越サービス 

総評 

施設の設置目的及び管理運営に関する基本理念・方針等を常に意識し、その他、

業務仕様書等に定める事項の遵守も徹底していると認められる。 

また、各施設とも全体を通じ、地域とのつながりが深く、施設利用者の要望を

管理運営に反映することに努めており、利用者目線に立った運営を行っている。 

以上の内容を総合的に判断し、指定管理者として優良と評価できる。 

 

別表１ いこいの家楽友荘（評価結果） 

選定基準 評価項目 配点 候補者 

施設の平等

利用の確保 

経営理念・経営方針 

新潟市の施策に対する理解 
10点 7.7点 

施設の管理方法 10点 7.7点 

施設の効用

を最大限に

発揮し、管理

経費の縮減

が図られる 

予算の範囲内での適正な執行 

管理経費削減の具体的な取り組み 
10点 7.7点 

稼働率アップへの取り組み 10点 8.6点 

事業計画の具体性・実現性 10 点 8点 

要望や苦情への対応 10 点 7点 

事業計画に

沿った管理

を安定して

行う能力 

従事者の雇用・労働条件 10点 7点 

人材育成の取り組み 5点 3.3点 

安全確保・災害時の対応 10 点 7点 

社会貢献活動の実績 5 点 3.6点 

個人情報保護の取り組み・関係法令の遵守 10 点 7.7点 

合 計 100点 75.3点 

※点数は、評価会議の委員3名の平均（1名は都合により欠席） 
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別表２ いこいの家月寿荘（評価結果） 

選定基準 評価項目 配点 候補者 

施設の平等

利用の確保 

経営理念・経営方針 

新潟市の施策に対する理解 
10点 7.7点 

施設の管理方法 10点 7.7点 

施設の効用

を最大限に

発揮し、管理

経費の縮減

が図られる 

予算の範囲内での適正な執行 

管理経費削減の具体的な取り組み 
10点 7点 

稼働率アップへの取り組み 10点 8点 

事業計画の具体性・実現性 10 点 8.6点 

要望や苦情への対応 10 点 7点 

事業計画に

沿った管理

を安定して

行う能力 

従事者の雇用・労働条件 10点 7点 

人材育成の取り組み 5点 3.6点 

安全確保・災害時の対応 10 点 7.7点 

社会貢献活動の実績 5 点 3.6点 

個人情報保護の取り組み・関係法令の遵守 10 点 7.7点 

合 計 100点 75.6点 

※点数は、評価会議の委員3名の平均（1名は都合により欠席） 

 

別表３ 老人福祉センター白寿荘（評価結果） 

選定基準 評価項目 配点 候補者 

施設の平等

利用の確保 

経営理念・経営方針 

新潟市の施策に対する理解 
10点 7.7点 

施設の管理方法 10点 7.7点 

施設の効用

を最大限に

発揮し、管理

経費の縮減

が図られる 

予算の範囲内での適正な執行 

管理経費削減の具体的な取り組み 
10点 7.7点 

稼働率アップへの取り組み 10点 8点 

事業計画の具体性・実現性 10 点 8点 

要望や苦情への対応 10 点 7点 

事業計画に

沿った管理

を安定して

行う能力 

従事者の雇用・労働条件 10点 7点 

人材育成の取り組み 5点 3.3点 

安全確保・災害時の対応 10 点 7点 

社会貢献活動の実績 5 点 3.6点 

個人情報保護の取り組み・関係法令の遵守 10 点 7点 

合 計 100点 74点 

※点数は、評価会議の委員3名の平均（1名は都合により欠席） 

 


