
指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

経理規程を定め、指定管理者用補
助簿及び証票類整理簿により、シ
ルバー人材センターの会計とは別
に処理を行っている。

２　収支の状況

評　価

適切に運営されてい
ることは評価でき
る。

経費節減の取
組

草刈りや剪定などの外構管理を、
職員、管理人自らが実施する。ま
た、節電計画を作成し電気使用量
の抑制に努め節電対策を行う。

剪定を含め、外構の管理を事業計
画のとおり実施し、外部委託費を
節減した。また節電計画に基づ
き、電気使用量を節減した。

適正な経理

北広島市シルバー活動センター管
理運営規程第13条により、経理は
シルバー人材センター財務規則に
基づいて行う。

7,700人 －

－

（特記事項）

事業収支の執
行状況

収支決算額の表のとおり 収支決算額の表のとおり

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

評　価

施設概要

・施設の維持管理に関する業務
・施設の受付及び使用許可に関する業務
・施設の使用料徴収に関する業務
※利用料金制を適用しない

１　施設利用状況

6,695人利用者数

指定期間

利用件数

施設設置目的

平成31年4月1日から令和6年3月31日

高齢者の生きがいづくり、社会参加の促進及び世代間の交流を図る。

施設内容：交流活動室１（70㎡）、交流活動室2（50㎡）、会議室（53㎡）
　　　　　研修室1（29㎡）、研修室2（35㎡）、調理実習室（20㎡）
構　　造：管理棟　鉄筋コンクリート平屋建て
　　　　　作業棟　鉄骨造（H19年度に増築）
延床面積：935.49㎡（管理棟765.93㎡、作業棟169.56㎡）

利用区分等 前年度実績
令和3年度目標
(事業計画書）

令和3年度
利用実績

施設名称

指定管理者名

保健福祉部高齢者支援課

公益社団法人北広島市シルバー人材センター

所管部課北広島市シルバー活動センター

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

施設基本情報

適正に経理されてい
る。

日常業務を職員で対
応するなど経費の節
減に積極的に取り組
んでいることは評価
できる。

新型コロナウイルス
感染症対策により令
和3年5月15日から6
月20日までの期間、
及び令和3年8月14日
から9月30日までの
期間休館した影響等
により、前年より利
用件数及び利用者数
は減少している。

1,064件 911件
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5,575,184

18,046 61,600 0

9,680,000 9,830,700 9,830,700

5,408,084 5,124,900

新型コロナウイルス感染症
対策のため、自主事業につ
いてはすべて中止となっ
た。今後の感染状況を注視
しながら、シルバーの技術
を活かした自主事業の実施
に期待する。

0 0

区　分

なし

前年度
決算

その他

令和3年度
事業計画書

（特記事項）

管理費

施設・設備の
保守点検

清掃業務

消防設備保守
点検業務

計画どおり実施し、建物な
どの異常もなかった。警備業務

保険の加入

　施設の維持管理は、計画
どおり実施されており、建
物・設備を維持することが
できた。
　また、外構管理を職員、
管理人により実施している
ことなどにより、早急な点
検や修繕等に対応すること
ができ、施設の利用には支
障が出ず、維持管理にかか
る取り組みは評価できる。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

日常清掃は清掃員の配置に
より、定期清掃は業者委託
により計画どおり実施し、
清潔な環境を保つことがで
きた。

計画どおり加入した。

駐車場の除排雪を委託により実施
（除雪18回、排雪2回）する。除雪
機械の入れない箇所は職員、管理
人が実施する。

総合賠償責任保険の加入。

目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

日中は職員、管理人による巡回、
夜間は委託により機械警備を実施
する。

除雪業務

区　分

定期的に施設・設備点検を実施す
る。

日常清掃、定期清掃（ワックス掛
け年2回、ガラス清掃年1回）を実
施する。

法令に基づき実施する。

外構管理

市指定事業

自主事業

なし

剪定講習会　　　2日間　20名
冬囲い講習会　　2日間　20名
刃物研ぎ講習会　1日間　10名
木工講習会　　　2日間　20名
自動販売機の設置　1台

剪定講習会　　　中止
冬囲い講習会　　中止
刃物研ぎ講習会　中止
木工講習会　　　中止
自動販売機の設置 1台

職員、管理人により計画ど
おり実施し、美化に努め
た。
（草刈り年3回、草取り随
時、冬囲い・冬囲い撤去各
年1回、花壇植込み年2回、
樹木剪定年1回、玄関・裏
口の除雪随時）

実施状況

業者委託により計画どおり
実施し、設備の適正な管理
を行った。

収入　Ａ 指定管理料

人件費

Ａ－Ｂ

9,680,000

合計

9,830,700

支出　Ｂ

4,253,870 4,644,200 4,255,516

区　分

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

植栽、樹木等の維持管理等を実施
する。

評　価

点検の結果、必要な修繕が
行われ、適切な維持管理が
行われた。

令和3年度
決算

9,830,700

0

収支決算額（単位：円）

除雪は18回、排雪は2回行
われた。
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１

２

３

個人情報の保護に関する要綱

施設管理6人、日常清掃2人体制の
ローテーション。常時各1名配置

各種講習会の開催、地域住民との
交流、地域活動への参加

条例等に基づく適正、公平な運営

緊急時対応マニュアル、消防計画

利用者アンケートの実施、意見箱
の設置

施設管理人の役割・接客接遇研修
を実施

使用許可、減免等は条例に
基づき適正に行われた。

個人情報の保護に関する要
綱に基づき、施設の管理業
務を通じて取り扱う個人情
報の適正な管理について職
員に徹底した。

新型コロナウイルス感染症
対策のため、一般市民向け
講習会は中止となったが、
ロビーを活用した木工展示
即売会、秋野菜販売等を実
施し、地域との交流を行っ
た。

事業計画書のとおり配置し
た。

事業計画書のとおり実施し
た。

消防避難訓練を実施した。

利用者アンケートを実施
（回収257件）したが、特
段の意見要望はなかった。

職員の指導・
育成

個人情報の保
護

事故・災害発
生時の対応

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

－

令和2年度より引き続き自
動消毒器、デジタル体温測
定器、飛沫防止ビニールの
設置等を行った。また、各
室の利用後に机、椅子、ド
アノブ等の消毒を行った。

収支の状況

自己評価

６　指定管理者の自己評価

・人件費については令和2年度と概ね差異はなかった。
・また、管理費全体では光熱水費の節制には努めたものの、昨今の燃料価格
高騰に伴う燃料費の増等もあり、令和2年度より6％程度増額となった。
施設管理に伴う保守点検委託等については令和2年度と概ね差異はなかった。

利用拡大の取
組

職員体制

・新型コロナウイルス感染症対策のため、計画していた一般市民対象講習会
は中止となったが、感染状況を見極めながらシルバー活動センターロビーを
利用して、木工展示即売会・秋野菜販売等小規模な行事を慎重に実施し、地
域との交流に努めた。
・敷地外に落ち葉が広がるため、周辺住民への影響を考慮し、11月には会員
による落ち葉集めを行った。

意見、苦情等
に対する対応

区　分

目標(協定・仕様書・事業計画書）

５　施設の運営

実施状況

事業実施状況

施設利用状況
緊急事態宣言による施設利用停止等により、施設利用件数は令和2年度と比較
して153件減の911件となった。

評　価区　分

利用者対応
（公平性の確
保等）

施設管理人講習会を実施
し、施設管理人の役割、接
客接遇、電話対応、緊急時
避難誘導方法等の確認を行
うとともに、避難訓練を実
施する等、利用者の安全、
サービス向上に努めている
ことは評価できる。
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４

５

６

施設の運営

・施設管理人講習会を実施し、施設管理人の役割、接客接遇、電話対応、緊
急時の避難誘導等の確認を行った。
・消防法に定められた避難訓練を実施し、災害時の対応策を確認した。
・新型コロナウイルス感染症に配慮し、自動消毒器、デジタル体温測定器、
飛沫防止ビニールの設置等コロナ対策に努めたほか、各室利用毎に消毒液で
床・机・椅子・ドアノブ等を清拭して消毒作業を行った。

シルバー活動センターの利用状況については、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響による休館が
あったことから、令和2年度より利用件数、利用者数は減少しているものの、多くの方に利用していただく
施設となっている。

収支の面は、昨今の燃料価格高騰の影響もあり、管理費全体では令和2年度と比較して微増となっている
ものの、その他経費については節制に努めており、事業全体の収支では、ほぼ均衡を図ることができたこ
とを評価する。

また、事業については、新型コロナウイルス感染症対策のため、市民対象の講習会は中止となったもの
の、感染状況を見極めながらシルバー活動センターロビーにおいて木工展示即売会・秋野菜販売等小規模
な行事を慎重に実施する等、地域との交流に努めていることを評価する。

管理人等の接客対応の研修などにより、利用者からも問題となるような苦情や意見はなく、適正に運営
されている。
　全体として、管理運営は良好であると認められる。

７　総合評価

利用者満足度向上に
向けた取り組み

・施設外構に花を植え、美化に努めた。
・玄関、窓口等の案内掲示板、表示ポスター、パンフレット等の配置方法を
見やすく工夫した。
・ショベルローダーを導入し、状況に応じた細やかな除雪に心がけた。
・大雪により利用者駐車場が狭くなったことから、自主的に除排雪作業を
行った。

・設備等の日常点検及び館内の巡回を実施し、早急な修繕対応等により施設
の利用に支障はなかった。
・排雪作業を2回実施し、利用者駐車場の確保に努めた。

施設の維持管理
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