
施設基本情報

適切に経理が行われ
ている。

経費節減に努めたこ
とは評価できる。

新型コロナウィルス
の影響もあり、前年
実績より減少してい
る。今後も周知が必
要な状況である。

利用件数 595

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

462

施設名称

指定管理者名

経済部商工業振興課

公益社団法人　北広島市シルバー人材センター

所管部課大曲ふれあいプラザ

指定期間

施設設置目的

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

地域経済の振興並びに市民の生活文化の向上及び福祉の増進に資するため、大曲ふ
れあいプラザを設置する

会議室（116㎡）、和室研修室（74㎡）、第一研修室（221㎡）、第二研修室（117
㎡）

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

3,854利用人数 4,982 -

-

（特記事項）
緊急事態宣言に伴い5月15日〜6月20日、8月14日～9月30日施設の閉館となった。

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

重油等の高騰により
燃料費が増となった
が、光熱水費などの
経費節減に努められ
ており、赤字を出さ
ずに運営されたこと
は評価できる。

経費節減の
取組

各所電気類の節電、外構管理等の
業務を会員の中で対応する。

利用者がいない時はなるべく消灯
する、暖房を焚かない等、経費節
減の取り組みを行った。

適正な経理

経理規程を策定し、経理事務を行
う。

経理は、シルバー人材センター財
務規則に基づき行っており、指定
管理者用補助簿及び証票類整理
簿、預金口座によりシルバー人材
センターとは別に会計処理を行っ
た。

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）
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支出　Ｂ

管理運営費

事務費

事業支出

租税公課

32,035

15,000

77,000

200,000

22,643

34,445

4,449,691 4,117,000 4,870,790

348,748807,0001,060,115

その他 0 0 0

人件費 4,436,197 4,666,000 4,575,617

9,993,038

9,988,999 9,830,000 9,829,600

事業収入 4,039 37,000 22,643

収支決算額（単位：円）

女性会員2名が日常の館内
清掃を行い、その他業者委
託により事業計画書のとお
り実施し衛生的な状態を保
持した。

令和3年度
決算

9,852,243

0

9,993,038 9,867,000 9,852,243

区　分

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

実施状況 評　価

収入　Ａ

指定管理料

①自動販売機の設置
②市民を対象に包丁研ぎ講習会の
開催
③大曲ふれあいプラザ企業展の開
催
④娯楽遊具（麻雀、囲碁、将棋）
の設置

前年度
決算

令和3年度
事業計画書

（特記事項）

合　　計（Ａ）

合　　計（Ｂ）

Ａ－Ｂ

消防法第8条第1項の規定に基づき
防火管理者を配置し、火災予防訓
練など利用者の人命の安全を確保
するとともに被害の軽減に努め
る。

9,867,000

市指定事業

自主事業

―

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

―

①飲料587本の販売があっ
た。
②新型コロナウイルスの影
響により中止。
③新型コロナウイルスの影
響により中止。
④利用者増につながる取り
組みとして設置し複数の団
体が利用した。

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こと
と、年2回ワックスがけやガラス
清掃に努める。

敷地や駐車場・花壇等外構設備の
適切な管理に努める。

0 0

法令に基づき有資格者を配
置し、業者委託による定期
点検を実施した。

新型コロナウイルスや大雪
の影響により、一部検査時
期が見送られたものもあっ
たが、維持管理はおおむね
事業計画書のとおり実施さ
れている。樹木剪定や一部
除雪など、委託を行わず職
員により対応することによ
り、経費節減に努めてい
る。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画
書）

剪定、草刈、冬囲い、花壇
整備はすべてシルバー人材
センター会員で実施し、良
好な景観を保持した。

新型コロナウイルスの影響
により包丁研ぎ講習会、企
業展が中止になった。
自動販売機や娯楽遊具の設
置など、利用者のニーズに
対応した取り組みは評価で
きる。

清掃業務

外構維持管
理業務

防災業務
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水質検査業
務

業者委託により事業計画書
に基づき実施し、安全な状
態を保持した。

水道法に規定する水質基準に適合
する飲料水が常に確保されるよう
衛生的環境の確保に努める。

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など
を未然に防ぎ、利用者に安全に使
用して頂けるように努める。

業者委託により事業計画書
に基づき、毎月1回の定期
点検、年1回の法定点検を
実施した。

機械警備業
務

施設への侵入、盗難などその他の
異常事態に迅速かつ適切に対処す
る。

業者委託により事業計画書
に基づき実施した。

地下タンク
漏洩検査業
務

消防法第14条に基づき危険物取扱
責任者を配置し、漏洩点検などに
努める。

新型コロナウイルスや大雪
の影響により、計画の通り
業者委託による漏洩点検を
行うことが出来なかったこ
とから、令和4年度に実施
を予定する。

電気保安業
務

電気事業法施行規則に基づき実施
する。

業者委託により事業計画書
に基づき法令のとおり実施
した。

業者委託により事業計画書
のとおり実施した。点検の
結果、必要な修繕を行い、
安全な状態を保持した。

各施設の暖房機設備等を良好な状
態に保ち適切な維持管理に努め
る。

業者委託により事業計画書
のとおり保守点検を年1回
実施した。

冬期間、利用者が支障なく利用で
きるよう、駐車場・出入り口・非
常口などの確保に努める。

消防用設備
等点検業務

新型コロナウイルスや大雪
の影響により、一部検査時
期が見送られたものもあっ
たが、維持管理はおおむね
事業計画書のとおり実施さ
れている。樹木剪定や一部
除雪など、委託を行わず職
員により対応することによ
り、経費節減に努めてい
る。

駐車場は業者委託し、施設
出入り口は管理人が除雪機
を使用して除雪作業を行っ
た。

①消防用設備保守点検業務
消防法の規定に基づき資格を有す
る者による消防用設備機器点検及
び総合点検を行い、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
消防法の規定に基づき資格を有す
る者による消防用設備機器点検及
び総合点検を行い、その結果を消
防長又は消防署長に報告する。

除雪業務

暖房機設備
等点検業務
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１

２

目標(協定・仕様書・事業計画
書）

実施状況

囲碁・麻雀卓を設置し、新
規利用者を呼び込んだ。

接客・接遇などの研修及び管理人
打ち合わせ会議を行う。

施設利用状況

・新型コロナウイルスの影響により特に企業の利用が少なくなり利用者数が
昨年度実績4,982名から今年度実績3,854名と減少している。
・利用団体として市内5件、市外5件の新規利用があった。要因して施設の立
地の良さ、札幌市のコロナ渦における施設利用制限があげられる。

評　価区　分

利用者対応
（公平性確
保）

規則・条例等に基づき、公平・平
等な運営を行う。

先着順を基本とし、公平性
を確保した。
使用許可、減免等は条例に
基づき、適切に行った。

接遇についてはマニュアル
の作成や研修、打ち合わせ
会議などにより十分な対応
が図られている。
また、利用拡大の取り組み
として、囲碁や麻雀卓を独
自に設置し、利用者の拡大
につながっていることは評
価できる。

職員体制

意見・苦情
等に対する
対応

事業計画書のとおり管理人
及び清掃員を配置した。

管理人男性6名・清掃員女性2名

毎月1回管理人打ち合わせ
会議等を実施し、問題点を
共有し、問題の解決を行っ
た。

収支の状況

自己評価

６　指定管理者の自己評価

・経費の節減
　－消耗品については、安価な店で購入した。
　－光熱水費については、節電計画及び各所消灯などにより電気使用料の抑
制に努めた。
　－燃料費については、業者との話し合いを行い、低廉な価格により購入し
経費を削減するとともに、利用者のいない時は極力温度を下げ灯油の削減に
努めた。
・委託料の削減
　－草刈り・剪定等の施設外構作業について、会員及び管理人で対応した。
　－除雪作業について、大型機械の入らない部分を管理人で対応した。

条例・協定書に基づき個人情報の
取扱いを適正に行う。

個人情報取扱特記事項に基
づき管理人に徹底した。

事故・災害
発生時の対
応

大曲ふれあいプラザ消防計画に基
づき、事故・災害・火災時に対応
する。

大曲ふれあいプラザ消防計
画に基づき、消防訓練など
を実施した。

要望や意見等の掌握のため、アン
ケート用紙を作成し、意見箱を設
置する。

窓口にアンケート用紙を置
き意見箱を設置した。

個人情報の
保護

新型コロナ
ウイルス感
染症の対応

－

玄関前及び2階の研修室前
に消毒液を設置し、部屋は
利用の都度、机及び椅子の
消毒を行った。また、毎週
水・土曜日に全館消毒作業
を行った。

区　分

管理人の指
導・育成

施設内に囲碁・麻雀卓を設置す
る。

利用拡大の
取り組み
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３

４

５

６

事業実施状況

利用者満足度向上に
向けた取り組み

・窓口に意見箱を設置し、利用者の意見を聴取したところ、否定的な意見は
なく利用者の満足度は高いといえる。
・2階「第二研修室」及び1階「会議室」のブラインドが破損しており、スク
リーンが映らないとの利用者意見があったことから修繕を行い、利用者に満
足して頂ける施設づくりに取り組んだ。

・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。
・排雪作業を年1回実施し、利用者駐車場の確保に努めた。
・利用者が部屋を使用した後、毎回机の消毒作業を行った。また玄関前及び
二階の研修室前に消毒液を設置した。毎週水、土曜日に全館消毒作業を行い
コロナウイルス感染症対策に務めた。
・当センター会員の技能を活かし、外灯をLED化し、修繕費の低減及び消費
電力の減少に貢献した。

・新型コロナウイルスの影響により、例年行っている「企業展」及び「包丁
研ぎ講習会」を実施することができなかった。
・前年度に引き続き自動販売機を設置した。利用者減に伴い販売本数が減少
しているが、市民サービス向上のため、今後も設置してもらえるよう協力関
係を築く。

施設の維持管理

施設の運営

・定期的に管理人を集め、施設管理人の役割、接客接遇、電話応対、緊急時
の避難誘導等を確認した。
・利用者の協力をいただき避難訓練を実施し、利用者の安全確保並びに管理
人の指示誘導の再確認を行った。

センターの利用状況等については新型コロナウイルスによる影響もあり、前年度に比べ利用者が減少
している。今後、利用者増加のために更なる周知を図る必要がある。

収支、維持管理の面においては、経費節減にも努めており、全体で赤字を出さずに運営されたこと
は、評価できる。
自主事業については、新型コロナウイルスの影響により中止となったものもあるが、利用者の要望に

基づいた事業運営が行われ評価できる。
利用者からの苦情も特になく、要望等についても可能な限り迅速に対応しており、適正な運営がなさ

れている。
運営組織は地域の高齢者等により構成されており、利用者が利用しやすい運営方法の改善や施設の維

持管理に努めるなど、適正な施設運営が行われていると評価できる。
　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
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