
指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

１　施設利用状況

4,619人

2,660人 － 1,799人

5,096人 －

－

体育館
団体利用

平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

〇農民研修センター
地域住民のコミュニケーションの場に供するため。
〇輪厚児童体育館
市民のスポーツ及びレクリエーションの用に供するため。

〇農民研修センター
　研修室1(54㎡)、研修室2(108㎡)、学習室(24㎡)、和室１(81㎡)、和室2(24㎡)
〇輪厚児童体育館
　アリーナ(459㎡)、プレイルーム(99㎡)

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

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

299件

指定管理者名

市民環境部市民課

輪厚農民研修センター運営委員会

施設基本情報

・研修センターにつ
いては前年度に比べ
利用者数が470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
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。

329件

所管部課北広島市農民研修センター
施設名称

輪厚児童体育館 所管部課 教育部社会教育課

研修
セン
ター

利用件数

利用人数 3,407人 － 2,937人

指定期間

施設設置目的

個人利用

（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。
・研修センター：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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評　価

－

事業計画書のとおり、実施
した。

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

（特記事項）

市指定事業

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

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、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。

３　事業実施状況

書類等を精査した結
果、適切に経理され
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。

収支決算額（単位：円）

令和３年度決算区　分 前年度決算
令和３年度
事業計画書

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）

収　入Ａ

指定管理料 15,763,000 15,605,700 15,605,700

自主事業収入 314,928 189,750 183,178

その他 188 0 148

合　計 16,078,116 15,795,450 15,789,026

人件費 10,220,488 10,230,000 10,014,542

管理運営費 5,302,665 5,375,700 5,588,653

314,928 176,228 172,210

その他 0 0 0

自主事業費

合　計 15,838,081 15,781,928 15,775,405

Ａ－Ｂ 240,035 13,522 13,621

支　出Ｂ

－

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。
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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。

清掃業務

外構維持管理
業務

機械警備業務

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。

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。

除雪業務

ばい煙測定業
務

区　分

暖房機設備保
守点検業務

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3ヶ月に1回、法
定点検を年1回実施した。

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。

大気汚染防止法第13条及び第16条
に基づき、ばい煙発生施設（ボイ
ラー）から排出されるばい煙につ
いて、適正な維持管理に努める。

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。

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。

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。

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。

４　施設の維持管理

実施状況 評　価
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、法令に基づ
きばい煙量又はばい煙濃度
を測定した。

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。

エレベーター
設備点検業務

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。

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。
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新型コロナウ
イルス感染症
の対応

―

・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。

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。

市の条例を順守し、個人情
報の流出等が起こらないよ
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
網を作成し、消防訓練を実
施した。

個人情報の保
護

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。

区　分

利 用者 対応
（公平性の確
保等）

利用拡大の取
組

職員体制

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。

利用者の要望や意見等を把握する
ため「意見箱」を設置する。

「意見箱」を設置し、要望
や意見の把握に努めた。

・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（マニュア
ル）」により対応した。
また、前年に引き続き円滑
な運営と予約の確保に努め
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
り適正に行い、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。

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。

目標(協定・仕様書・事業計画書）

５　施設の運営

実施状況

事業計画書のとおり1ヶ月
分の利用予約状況や空き状
況をホワイトボードで知ら
せた。

業務研修、防火教育等の実施

評　価
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１

２

３

４

５

６

区　分

施設の運営

施設の管理運営に支障が生じないように、管理運営事項について職員全員の
共通理解と伝達事項の徹底を図っている。また、施設の設置目的である地域
住民のコミュニケ－ションの場であることを常に考え、利用者の立場に立っ
て、地域の実情にあった運営を心がけている。

研修センタ－、体育館ともに施設が古く異常箇所が常時発生している現状で
あり、油断が出来ない状況であるので、日頃注意深く点検、見回りをしてい
る。また施設内の美化に努め、レイアウトを実施し、見栄えを良くし広くな
るように改善を図り利用者が気持ち良く利用出来るようにしている。

研修センタ－には、コピー機及び印刷機を設置し利用者の利便向上を図り、
体育館は自動販売機を設置し夏場の体力回復の一助としている。

施設の維持管理

収支の状況

自己評価

６　指定管理者の自己評価

支出の中で大きなウェイトを占める電気料と燃料について特に注意を払うと
ともに、全体の決算見込みを把握しながら適切な管理に努め、利用者に不便
をかけないよう気配りをしながら、暖房・電気の使用をこまめに管理してい
る。また、消耗品等は在庫管理をしながら、購入は安価な店をさがすなど職
員が一丸となって経費節減を図り、健全な経営に努めている。

利用者満足度向上に
向けた取り組み

研修センタ－・体育館に意見、要望箱を設置し改善を図っている。施設内に
地域の活動や記念行事等の情報板を掲示し広く利用者へ周知、広告をしてい
る。見栄えを良くするために施設内のレイアウトを実施し、施設内を広く活
用出来るように講じている。（ポスタ－掲示板・パンフレットスタンド等）
また、案内板を作成し表示を工夫している。（トイレ・エレベ－タ－・更衣
室等）

事業実施状況

施設利用状況

利用件数及び利用人数ともに、研修センタ－、体育館において前年度比マイ
ナスとなった。今後も利用促進を図りながら利用者の拡大に努める。両施設
とも新型コロナウイルス感染症の影響により昨年同様、5月から9月の間で2ヶ
月半以上の休館に伴う影響があったことから、対前年比の比較はできない。
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７　総合評価

【利用状況について】
●研修センター
会館については前年度に比べ470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、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、意見箱を設置し、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】
施設内に地域の活動や記念行事を掲示し、より地域に密着した施設となっていることは評価できる。玄関
付近にパンフレットスタンドを自作したり案内板を作成するなど、様々な創意工夫が見られ、今後も利用
者満足度向上の取組に期待したい。

【総評】
研修センター、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。
新型コロナウィルス感染症対策に伴う臨時休館や、「新北海道スタイル」に基づく新たな利用ルールのお
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。
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