
指定管理者名

体育館
団体利用

個人利用

15,134人 － 12,625人
会館

利用件数

利用人数

1,745件 －

施設基本情報

・会館については前
年度に比べ利用人数
が2,509人減となっ
ている。理由として
は、新型コロナウイ
ルス感染症対策に係
る臨時休館、前年度
に引き続き利用者の
利用自粛傾向があっ
たためと思われる。

・体育館については
利用人数が減少して
おり、新型コロナウ
イルス感染症対策に
係る臨時休館及び札
幌市民の利用自粛が
一因と思われる。

施設名称
大曲ファミリー体育館

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

1,352件

市民環境部市民課

大曲会館運営委員会

所管部課大曲会館

指定期間

施設設置目的

平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

〇大曲会館
地域住民の生活、文化、教養の向上と住民自ら地域社会の連帯感を醸成する場を提供
する。
〇大曲ファミリー体育館
市民のスポーツ及びレクリエーションの用に供する。

所管部課 教育部社会教育課

〇大曲会館
　学習室1(102㎡)、学習室2(17㎡)、学習室3(34㎡)、休養室(51㎡)、
　大集会室(148㎡)、保育室(101㎡)、陶芸作業所
〇大曲ファミリー体育館
　アリーナ(499.5㎡)、プレイルーム(112.5㎡)

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

評　価

施設概要

・施設の維持管理に関する業務
・施設の使用許可に関する業務
・施設の使用料の徴収に関する業務
※利用料金制を適用しない

１　施設利用状況

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

8,685人

6,073人 － 3,968人

7,561人 －

（特記事項）
　新型コロナウイルス感染症対策のため、下記のとおり休館。
・会館：5月15日～6月21日、8月14日～9月30日
・体育館：5月15日～6月21日、8月14日～9月30日
※休館に関わらず、利用の自粛あり。
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935,000

0 0

16,780,726

0

16,762,314 16,772,800 16,455,596

16,465,210

6,031,426 5,462,600 5,802,646

合　計

Ａ－Ｂ

728,212 959,200 617,202

214 0 10,208

その他

収　入Ａ
自主事業収入

その他

合　計

管理運営費

15,837,800

725,811

16,052,300

615,784

収支決算額（単位：円）

16,797,000

自主事業費

書類等を精査した結
果、適正に経理され
ている。

職員のこまめな館内
の点検・見回りによ
る節電・節水や、利
用者への節電の呼び
掛けなど、経費節減
に努めたことは評価
できる。

令和３年度決算

15,837,800

9,614

10,005,077 10,375,200 10,037,166

区　分

支　出Ｂ

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

２　収支の状況

評　価

無駄を省き経費節減
に努めたことによ
り、指定管理料の範
囲内で適切に運営さ
れており、適正な予
算執行がなされてい
るものと評価でき
る。

経費節減の取
組

効率的な運営を行い、管理運営費
の削減に努める。

照明や暖房の節約に努め、冬囲い
や樹木剪定等軽易なものは職員が
行うなど経費節減に努めた。

適正な経理

経理規程を策定し、適正な経理事
務を行う。

経理規程を定め、独立した帳簿・
預金口座により経理を行った。ま
た、常時収支の点検を行い良好な
予算執行を心がけた。

前年度決算
令和３年度
事業計画書

（特記事項）

指定管理料

人件費

18,412 24,200
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コピー・印刷業務の実施
自販機設置による飲料水の販売

体育館の暖房機設備等を良好な状
態に保持し機能を確保するため、
適切な維持管理に努める。

再委託により、バーナー点
検清掃、オイルストレー
ナー掃除、燃焼炉亀裂の有
無等、各種部品の作動点検
と調整を年1回実施した。

防火対象物・
消防用設備等
点検業務

①消防用設備保守点検業務
消防法第17条の3の3の規定に基づ
き、各施設の消防用設備等の機能
を確保するため、資格を有する者
に消防用設備機器点検（6ヶ月に1
回以上）及び総合点検（1年に1回
以上）をさせ、その結果を消防長
又は消防署長に報告する。
②防火対象物点検業務
消防法第8条の2の2の規定に基づ
き、資格を有する者に各施設の防
火対象物点検（1年に1回以上）を
実施させ、その結果を消防長又は
消防署長に報告する。

指定管理業務説明書に基づ
いた事業計画書及び法令に
基づき再委託により実施し
た。

自主事業

－

指定管理業務説明書に基づ
いた事業計画書及び法令に
基づき実施した。

実施状況 評　価

－

施設利用者や地域住民に対
するサービスに努めたこと
は評価できる。

防災業務

消防法第8条第1項の規定に基づ
き、防火管理者を置き、火災予防
及び人命の安全を確保するととも
に、被害の軽減に努める。

日常清掃は休館日を除き毎
日実施した。定期ガラス清
掃は年1回、定期床清掃は
年2回実施した。また、毎
日目視による点検を実施し
美化に努めた。

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

日常的に施設の清掃を行い、常に
清潔で快適な状態に努める。

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

－市指定事業

区　分

再委託により実施した。ま
た、施設の出入口等は職員
により除雪した。

施設の維持管理に係る各種
業務については、指定管理
業務内容詳細説明書及び事
業計画書のとおり実施され
ており、利用者が安全かつ
快適に使用できたことは評
価できる。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

樹木・花壇整備、庭木剪
定、前庭除草を定期的に
行った。

事業計画書のとおり実施し
た。

清掃業務

外構維持管理
業務

除雪業務

暖房機設備保
守点検業務

敷地や駐車場、附帯外構施設の適
切な維持管理に努める。

冬期間、利用者の活動に支障をき
たさないよう、施設の出入口、非
常口、駐車場等の確保に努める。

電気保安業務

自家用電気工作物の機能を確保す
るため、電気事業法施行規則第52
条及び第53条に基づき、適切な保
安業務に努める。

法令に基づき、運転中の電
気工作物の点検は年 4回
（3ヶ月に1回）、運転を停
止しての電気工作物の点検
は年1回実施した。
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評　価

再委託により実施した。ま
た、機器が正常な機能を維
持するよう適宜保守点検を
実施した。

５　施設の運営

・規則等に基づく適切、公平な運
営を行う。
・利用者の声を反映して平等な利
用を確保する。

利用者対応については、
「使用のきまり」により対
応した。
体育館利用団体について
は、計画的に平等に活動で
きるよう体育館打ち合わせ
会議を年2回開催し、使用
する曜日や時間帯等の調整
を行った。

施設の運営体制を十分確立
し、施設管理面や受付業務
等を含め事業計画書のとお
り適切に行い、苦情や大き
なトラブルも無く管理運営
を行っていることは評価で
きる。
また、新型コロナウイルス
感染症対策として、消毒や
サーモカメラによる検温、
利用者が密にならないよう
に声かけを行うなど、徹底
した対策を行ったことも評
価できる。

施設の火災、停電、進入、盗難及
びその他の異常な事態に早期かつ
適切に対処し、利用者が安心して
利用できる環境の確保のために機
械警備を行う。

エレベーター設備に係る事故等を
未然に防止するため、建築基準法
第8条及び第12条に基づき常に安全
な状態に維持するよう努める。

再委託により、自動運転に
よる性能診断を毎月、巻上
機・電動機等の注油及び清
掃調整等を3ヶ月に1回、法
定点検を年1回実施した

事業計画書のとおり、施設
に毎日、翌日の利用予約状
況をホワイトボードで知ら
せた。
PR活動として大曲会館だよ
りの発行を実施した。

業務研修、防火教育等の実施

エレベーター
設備点検業務

利用拡大の取
組

職員体制

・消毒・洗浄を実施。
・マスク着用の義務付け。
・入場時の検温を実施。

区　分

利 用 者 対応
（公平性の確
保等）

施設の維持管理に係る各種
業務については、指定管理
業務内容詳細説明書及び事
業計画書のとおり実施され
ており、利用者が安全かつ
快適に使用できたことは評
価できる。

事務職員6名（内常勤2名（会館1
名、体育館1名））、清掃職員2名

事業計画書のとおり実施し
た。

目標(協定・仕様書・事業計画書）

意見、苦情等
に対する対応

事業計画書のとおり事務職
員6名（内2名が常勤）、清
掃職員2名を配置した。

北広島市個人情報保護条例に基づ
き、個人の権利利益を侵害するこ
とのないよう、個人情報の取り扱
いを適正に行う。

個人情報の保護に関する規
則を定め、適正に取り扱う
よう職員に徹底した。

事故・災害発
生時の対応

万一の緊急事態発生の場合の対応
について緊急時対応マニュアルを
作成し、職員の教育と年1回以上の
訓練等を行う。

事業計画書のとおり緊急時
対応マニュアルや緊急連絡
網により、消防訓練を実施
した。

要望や意見等の把握のために「目
安箱」を設置する。

事業計画書のとおり、利用
者の要望や意見を把握する
ため、「目安箱」を設置し
た。

機械警備業務

実施状況

職員の指導・
育成

空き状況がわかりやすいように利
用予約状況を掲示する。

個人情報の保
護

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

―
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１

２

施設利用状況

●会館
・新型コロナウイルス感染症対策のため2度にわたる休館となり、利用再開後
も活動を休む団体が多かったことから、年間の利用件数は1,352件と前年度の
77.5%、利用人数についても12,625人で前年度の83.4%にとどまった。
・利用再開後は会館を毎月定期的に利用している団体の他、随時の利用団
体、市役所行事、地域公益団体、町内会、生涯学習振興会行事など市内在住
の団体方の利用が延べ12,558人と99.5%を占め、市外団体の利用は8件67人で
あった。

●体育館
・新型コロナウイルス感染症対策のため、2回にわたり延べ72日間休館とな
り、利用再開後も活動を休む団体が多かったことから年間利用者数は前年度
より981人減の12,653人であった。
・個人利用は3,968人と前年度に比して2,105人の減少であった。大曲地区及
び市内からの利用者が3,133人と1,180人減少し、市外からの利用についても
835人と925人減少となった。
・団体利用は恒常的に利用する団体の他、中学校の部活動、市及び生涯学習
振興会による各種教室、市内・外団体等随時の利用があり、479件8,685人と
なり、前年度に比べ件数は100件減少となったが、利用人数は10月以降利用者
が増えたことから1,124人の増加となった。

自己評価

６　指定管理者の自己評価

●会館
・施設使用料は利用申込件数530件613,242円の収納であり、前年度に比して
183件313,793円の減少・減収となった。
・指定管理業務経費については、国の最低賃金の大幅上昇に対応して職員の
時間給を引き上げたため、人件費が前年度に対し約32,000円増となった。
・原油高による灯油価格の大幅な上昇があり、灯油消費量は前年度に比べ約
81%にとどまったものの、燃料代支出は36,056円増の409,843円となった。一
方で、電気料は使用量が前年度に比べ約8.2%削減され、使用料も45,488円減
となった。
・消耗品費は、インターネットで同品質の物をより安く購入することにより
前年度に比べ103,142円の削減となった。
今後もこまめな館内の点検・見回りなどにより継続的に光熱水費の削減に努
めたい。

●体育館
・施設使用料は、個人利用の収納が2,353件90,140円となり、前年度に比べ、
1,287件54,866円減の収納となった。団体利用の収納は524件224,460円とな
り、前年度に比べ49件39,130円減少した。
・指定管理業務経費は、館内温度の適切な管理による暖房の使用などで重油
使用量が前年度より約8%削減出来たが、重油価格の大幅な上昇があり、燃料
費は前年度に比べ129,550円の増となった。しかしながら電気料金は使用量が
前年度の約67%で193,372円の削減となり、光熱水費全体では前年度より
67,647円削減出来た。

収支の状況

区　分
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３

４

5

事業実施状況

施設の運営

●会館
・職員会議及び業務用パソコンに連絡確認事項のファイルを作成し、利用者
からの要望事項、業務上の改善処置事項を記載するなど職員全員が共有、共
通の認識をもって業務に行った。
・随時に役員会議の場を設け、日常業務、施設の運営等について把握すると
ともに、各運営委員に対して文書をもって業務や特異事項についての報告を
四半期毎に実施した。
・職員1名が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となったため、行政の指
針に基づく一定期間を自宅待機とし、この間、職員の勤務シフトを変更する
などして施設の運営に支障を生じないようにした。
・インターネットによるWEB予約が10件あり、利用団体・利用回数が増加し
た。

●体育館
・4月と10月に定期利用登録団体と運営委員会職員による「体育館打ち合わせ
会議」を開き、運営委員会からの連絡・報告、夏期及び冬期の利用団体及び
利用時間の確認、利用団体からの要望事項などを聞き取り、運営委員会と利
用団体の意志疎通を図っている。
・4月からのインターネット予約開始に伴い、3件のWEB予約を受け付け、施設
の効率的な使用運営に努めた。
・施設利用に際し、利用時間・利用人数の規制、利用者の体調・個人情報の
把握、入館時の体温測定、プレイ時以外でのマスクの着用のお願いの実施な
ど新型コロナウイルス感染症対策を講じている。

●会館
・電気・消防設備及びエレベーターについては、専門の外部委託業者により
法令に基づく点検を確実に実施している。
・年に2回の館内床ワックス掛け、窓ガラスの清掃、敷地内の草刈、構内除
雪、陶芸所屋根の雪下しについても業者委託により行い、適切な維持管理に
努めている。
・屋外灯の漏電、温水洗浄便座の不良、機械室出入口扉の開閉不良、消防設
備の一部交換など要修理・不具合事項があったが、市と連携し、早期に交
換・修理の対応を行った。
・館内の清掃・消毒、部屋の換気を随時行う他、利用者に対しても入館時の
マスク着用、手指消毒の実施などをお願いし、新型コロナウイルス感染症対
策を行った。

●体育館
・外部委託業者により、法令規則に基づく消防設備点検及びボイラー保守点
検を実施、異常のないことを確認した。
・館内の随時の消毒、手指消毒液の備付、体温計の設置、トイレの手指乾燥
機の停止、二酸化炭素濃度計の備付、冬季においても窓の開放等を実施して
新型コロナウイルス感染症対策を行っている。
・職員による熱換気システムのフィルター清掃を定期的に行い、機能の維持
に努めている。

●会館
・事務室に印刷機・コピー機各1台を設置して会館利用者や地域住民の方に対
する印刷・コピーのサービスの他、自動販売機1台を設置して利用者に飲料物
提供のサービスを実施している。
・新型コロナウイルス感染症対策による休館、利用者数の減少、諸行事の中
止などにより事業収入は前年度の約84.8%であり、約11万円の減収となった。

●体育館
・自主事業の一環として、館内ホールに自動販売機1台を設置しており、体育
館利用者等に対して飲料物を提供した。新型コロナウイルス感染症対策のた
めの休館期間もあり、利用者が減ったことから、売上額は前年度に対して
9,334円減少した。

施設の維持管理

6



6
利用者満足度向上に
向けた取り組み

●会館
・新型コロナウイルス感染症対策による休館、施設の利用自粛などで既申込
分の予約の移動・変更が生じた際の連絡など調整を実施した。
・定期的に会館を使用している団体の使用予定を早期に把握して施設使用申
込みの受付業務に反映し、定期団体の円滑な活動に努めた。

●体育館
・新型コロナウイルス感染症対策による休館、利用自粛に伴う既申込分の利
用中止に対しては、申込団体の希望を優先しながら「利用日の変更」「使用
料の還付」等を実施した。
・日曜・祝日の一般開放日は個人利用者が多く集中することから、密になら
ず、努めて多くの人に利用してもらうため、受付順に利用する時間帯の予約
とし、利用者の集中を防ぎ密の防止と待ち時間の減少を図っている。
・月の初めにその月の団体利用予定表を掲示し、空いている時間帯を明らか
にして個人利用者が効率的に利用できるように便宜を図っている。

【利用状況について】
●会館
会館については前年度に比べ2,509人減となっている。理由としては、新型コロナウイルス感染症対策に係
る臨時休館、利用者による自粛のためと思われる。平成30年度の胆振東部地震、平成31年度（令和元年
度）からの新型コロナウイルス感染症の影響により、定点評価が難しい状況にあるが、今後も施設の利用
促進に向けた一層の取組に期待したい。
●体育館
体育館についても利用人数が減少しており、新型コロナウイルス感染症対策に係る施設の休館及び札幌市
民の利用自粛が一因と思われる。今後も感染対策を徹底したうえで、施設の利用促進に向けた一層の取組
に期待したい。

【収支状況について】
指定管理業務に関しては指定管理者努力による需用費や委託費等の節減努力の積み重ねにより、指定管理
料の範囲内で適切に運営されており、良好であると評価できる。

【事業実施状況について】
自主事業として実施している自動販売機による飲料水の提供や印刷事業は、新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて減収となっているが、施設利用者や地域に無くてはならない事業となっており、その取組と
健全な運営は評価できる。

【維持管理・運営】
指定管理業務内容詳細説明書及び事業計画書のとおり実施されており、施設破損箇所を早急に補修対応す
るほか、新型コロナウイルス感染症対策として施設のこまめな消毒や換気を行うなど、利用者が安全かつ
快適に利用できるよう管理されていることから、良好であると評価する。異常があった際は、市への連絡
調整を密に行っており、常に適正な管理を心掛けていることは評価できる。
また、目安箱の設置や職員会議の中で利用者要望や改善事項を整理し、職員間で意識の共有を行うなど、
利用者の意見要望の把握に努めながら適切な運営をしていることは評価できる。

【利用者満足度向上に向けた取り組み】
会館、体育館ともに、定期利用団体の予約状況調整を積極的に行っており、利便性が向上していることは
評価できる。

【総評】
会館、体育館ともに、大きな事故や苦情も特になく、これまでの運営実績を活かし公平、効果的に運営さ
れている。また、体育館打ち合わせ会議を開催するなど、施設や地域の利用者を十分熟知した安定した運
営を行っており、常に利用者のための運営を心がけた姿勢が見受けられるなど、管理運営状態は良好であ
ると評価できる。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や、「新北海道スタイル」に基づく利用ルールのお願いな
ど、利用者への対応も、指定管理者職員の丁寧な説明により苦情等はなかった。
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
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