
（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。

3,968人 － 3,157人

12,338人 －

－1,200件

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）

市民環境部市民課

西の里会館運営委員会

所管部課西の里会館

指定期間

体育館

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

〇西の里会館
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。
〇西の里ファミリー体育館
市民のスポーツ及びレクリエーションの用に供する。

〇西の里会館
　集会室(152㎡)、休養室(88㎡)、学習室1(64㎡)、学習室2(34㎡)、
　調理実習室(40㎡)
〇西の里ファミリー体育館
　アリーナ(499.5㎡)、プレイルーム(150㎡)

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

996件

指定管理者名

施設基本情報

・会館については前
年度に比べ利用者数
が1,148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
る臨時休館や、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、団体利用人数が
増加している一方、
個人利用人数は減少
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
西の里ファミリー体育館 所管部課 教育部社会教育課

会館
利用件数

利用人数 11,054人 － 9,906人

利用区分等

団体利用

個人利用

13,857人
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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。

298,095 154,000

評　価区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

－

事業計画書のとおり実施し
た。

15,620,000

市指定事業

自主事業

－

コピー・印刷業務の実施
自販機設置による飲料水の販売

前年度決算
令和3年度
事業計画書

（特記事項）

指定管理料

－

15,807,000

収入　Ａ

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、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。

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。

区　分

３　事業実施状況

書類等を精査した結
果、適正に経理され
ている。

細かい積み重ねによ
り経費節減に努めた
ことは評価できる。

令和3年度決算

15,620,000

65,752

収支決算額（単位：円）

161その他 31 0

自主事業収入 434,205 394,232

5,247,000 6,193,671

その他

合　計 16,241,236 16,014,232 15,977,298

15,943,141 15,860,232 15,911,546

支出　Ｂ

人件費 9,551,741 10,373,000 9,357,378

管理運営費 6,128,985

Ａ－Ｂ

自主事業費 262,415 240,232 360,497

357,137

0 0 0

合　計
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清掃業務

外構維持管理
業務

暖房機設備保
守点検業務

除雪業務

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。

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。

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。

機械警備業務

再委託により実施した。ま
た、施設の出入口等は職員
による人力除雪を実施し
た。

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12条に基づき、常に安全
な状態に維持するよう努める。

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。

エレベーター
設備点検業務

区　分

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。

敷地や駐車場、附帯外構施設の適
切な維持管理に努める。

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。

４　施設の維持管理

実施状況 評　価

施設の火災、停電、侵入、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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１

―

空き状況がわかりやすいように月
間利用予約状況を掲示する。

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。

・各種団体の代表者による「利用
者協議会」を開催する。
・要望や意見等の把握のために意
見箱を設置する。

利用者協議会を開催し、利
用者の要望や意見を聞い
た。
窓口に「意見箱」を設置し
た。

職員の指導・
育成

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。

区　分

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

自己評価

・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。

６　指定管理者の自己評価

事業計画書のとおり実施し
た。

個人情報の保
護

利用拡大の取
組

職員体制

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。

職員に対して、市の条例及
び運営委員会で作成した要
領を順守するよう教育し、
個人情報の適正な取扱いを
徹底した。

事務職員6名（常勤2名（会館1名、
体育館1名））、清掃職員2名

区　分

利 用 者 対応
（公平性の確
保等）

・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、
「業務の手引き」により対
応した。
定期的に利用する団体につ
いては、計画的に平等に活
動できるよう利用者会議を
開催し、使用する曜日や時
間帯等の調整を行った。

定期的に利用する団体に対
して、計画的に平等に活動
できるよう、利用者会議を
開催し要望や意見の把握に
努めたことや、「西の里会
館・体育館だより」の発行
により、会館、体育館の利
用拡大に努めた取り組みは
高く評価できる。
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。

５　施設の運営

目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

事業計画書のとおり、施設
に月間利用予約状況を掲示
した。

業務研修、防火教育等の実施

施設利用状況

令和元年度から続く新型コロナウイルスの感染拡大は未だ収束する事なく、
令和3年度も緊急事態宣言の発令等があり計約2ヶ月半の休館を余儀なくされ
た。

●会館
緊急事態宣言の発令等があり計約2ヶ月半の休館を余儀なくされたため、利用
件数は996件となり204件の減少、利用者数は9,906人となり1,148人の減少と
なった。
●体育館
利用者数は個人3,157人（前年度比811人減）、団体13,857人（7月と10月の選
挙で約4,000人の利用者を含め前年度比1,519人増）となったが、緊急事態宣
言等により、計約2ヶ月半に亘り休館となったことで新型コロナウイルス感染
症流行以前と比較して55％程度の利用となった。

評　価
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２

３

４

５

６

収支の状況

●会館
令和3年度も予算策定した範囲内で無駄のない予算執行に努めた。最低賃金の
上昇や光熱費の値上げ等不安要因はあったが、職員対応で出来る事は職員で
行い経費削減をするなど予算範囲内で運営することができた。
●体育館
令和3年度も策定した予算を計画的に執行した。下期に入って光熱費の支出が
増加したものの予算範囲内での運営することができた。

●会館
新型コロナウイルス感染症対策をしっかり行い、当施設からは感染者を決し
て出さないとの一心で消毒作業を徹底して行った。引き続き職員の接遇改善
に努め、利用者や住民に好感を持たれるよう取り組んだ。事故防止のため玄
関入口に人感センサー付照明灯を設置した。利用者からは足元が明るくなっ
て安心して利用できると喜ばれた。
●体育館
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、緊急事態宣言の発令により休館を余
儀なくされ体育館の利用が制限された。このため利用者からは、利用が出来
ないことに多少不満はあったものの、おおむね理解を頂き協力的で問題もな
かった。
職員は、利用者に安心安全に利用していただく事が一番と心得、新型コロナ
ウイルスの感染を発生させないよう寒さ厳しい時期も館内の換気と消毒作業
を徹底して行った。
この冬は記録的な大雪であったが、職員が除雪対応をこまめに行い駐車ス
ペース確保に努めた。業者除雪が間に合わないこともあったが、駐車場に関
する苦情はなかった。
また、体育館の屋根からの落雪量が多くあったが、危険エリアには注意表示
と進入禁止ロープを張るなどして事故防止を行ったことで事故はなかった。

●会館
年間の施設維持管理計画に従い、今年度も計画的かつ着実に点検整備を実施
した。施設の維持管理は日頃の点検見回りを重視した。その事により、トイ
レＳＫシンクの水漏れ、床等のタイルのひび割れなどを早期に発見及び修繕
したため利用者に迷惑をかけることは無かった。
●体育館
施設内の設備に関しては、定期的な点検により利用に問題はなかった。しか
し以前から玄関の雨漏りが発生しており、都度業者対応をしているが、令和3
年度も雨漏りが3回あり、根本的な改修工事をしない限り今後も発生すると思
われる。

●会館
印刷事業と自販機事業を実施しているが、新型コロナウイルス感染症拡大で
休館、外出自粛、密集を避けるなどが呼び掛けられ、令和2年度に引き続き、
地域町内会活動・サークル活動の休止も多くあったことから、印刷事業・自
販機事業共に売上は低迷した。
●体育館
自主事業である自販機事業について、年間の販売手数料は僅か9,736円となっ
た。販売本数は、上半期は休館の影響もあり471本、下半期は954本で年間
1,425本となった。（販売本数は令和2年度の91％、令和元年度の51％）。

施設の維持管理

施設の運営

●会館
令和3年度も5月の総会、12月の運営委員会は新型コロナウイルスの感染拡大
により中止を余儀なくされ、議案は書面により議決された。利用者からは新
型コロナウイルス感染防止に関して、冬場の換気は窓の開閉がしづらいため
換気扇の設置要望があった。
●体育館
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、緊急事態宣言も出されたことから令
和3年度の総会・運営委員会は開催できなかった。普段から利用団体とのコ
ミュニケーションを取り意見要望などを吸い上げるよう努めた。

利用者満足度向上に
向けた取り組み

事業実施状況
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【利用状況について】
●会館
会館については前年度に比べ1,148人減となっている。新型コロナウイルス感染症対策のため、5月15日～6
月21日及び8月14日～9月30日にかけて休館期間があったことや、前年度に引き続き活動自粛傾向があった
ためと考えられる。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。
●体育館
体育館についても新型コロナウイルス感染症流行以前と比べて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、意見箱の設置や利用者協議会の中で利用者の意見や要望を確認するなど、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。
また、玄関入口に人感センサー付照明灯を設置するなど、施設利用者の利用環境の向上に努めていること
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、施設の利用者団体協議会を開催するなど、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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