
施設基本情報

適正に経理されてい
る。

節減の取り組みにつ
いては評価できる。

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

施設名称

指定管理者名

建設部都市整備課

北広島市建設事業協同組合

所管部課北広島市都市公園

指定期間

施設設置目的

令和2年4月1日～令和5年3月31日

市民に身近な公園として、児童や高齢者等の遊戯、運動、集いの場を提供する。

きたひろサンパークを除く都市公園（緑地を含む）224公園 2,260,646㎡

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

・施設の運営及び維持管理に関する業務
・施設の利用許可に関する業務
・上記業務に付随する業務
※利用料金制を適用しない

１　施設利用状況

（特記事項）公園は自由使用で各公園に管理者が常駐していないため、施設利用状況
の把握はしていない。

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

日ごろの点検や確認
等によって、経費の
節減に努めたことは
評価できる。

経費節減の取
組

事業計画書のとおり 事業計画のとおり実施した。
水の出しっぱなし防止のため蛇口
を自閉式にしたり、軽微な修繕は
直営での修理、落ち葉や刈草など
は堆肥として再利用しゴミの減量
化に努めた。

適正な経理

経理規程を定める。
独立した帳簿、預金口座を作る。

事業計画のとおり実施した。
経理規程を定め、独立した帳簿を
作り、適正な経理を行った。

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）
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収支決算額（単位：円）

事業計画書のとおり実施し
た。芝刈は時期・生育状況
を考慮し行った。

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（園地、砂場、便所、水
景施設等）

事業計画書のとおり実施し
た。全ての砂場において年
2回のふるいかけ作業と消
毒液の散布を実施した。

事業計画書のとおり実施し
た。破損施設は安全のため
使用禁止措置を行い、その
後修繕を行った。

令和３年度
決算

139,810,000
376,119
842,490

141,028,609

2,331,872

20,609,660
113,850,820
3,486,219
343,018

138,289,717

22,580,000
114,672,000
3,168,000

250,000
140,670,000

21,429,154
113,621,673
3,404,089
241,821

138,696,737

区　分

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

実施状況 評　価

前年度
決算

令和３年度
事業計画書

（特記事項）

収入　Ａ

支出　Ｂ

指定管理料
自主事業
その他
合計

管理費
事業直接費
一般管理費
その他
合計

Ａ－Ｂ

139,810,000
374,919
856,517

141,041,436

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（樹木点検、整枝剪定、
伐採等）

139,810,000
280,000
580,000

140,670,000

市指定事業

自主事業

北広島市都市公園管理業務
基本協定書

花壇花植え
パークゴルフ大会

自動販売機の設置

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（不法投棄物、発生材
等）

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

管理業務基本協定書のとお
り実施

駅西口公園花壇に花植え
パークゴルフ大会は新型コ
ロナウイルス感染症対策の
ため中止
自動販売機設置（5公園）

芝生管理業務

区　分

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（フェンス、スポーツ施
設、水飲台、便所等の管理）

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（遊具点検、使用禁止措
置、修繕、冬期管理等）

2,751,719 0

事業計画書のとおり実施し
た。剪定作業は時期を考慮
し行った。

事業計画書に記載のとおり
管理されている。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

事業計画書のとおり実施し
た。巡視点検者には「遊具
の日常点検講習会」の受講
者を従事させた。

事業計画書のとおり実施し
た。

維持管理業務仕様書・同要領に基
づき実施（芝刈、施肥、散水等）

清掃管理業務

廃棄物処理業
務

景観のために花壇花植えを
実施し、自動販売機を設置
することにより、参加者や
利用者より好評を得ており
評価できる。

施設管理業務

遊具管理業務

樹木管理業務
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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。
ホームページには施設の種
類・特徴・風景などの情報
を発信した。

管理業務基本協定書に基づき実施

評　価

５　施設の運営

区　分

利用者対応
（公平性の確
保等）

条例等に基づく適切、公平な運営 利用者に偏りが生じないよ
う、ホームページで必要な
情報を発信した。使用許
可、減免等は条例に基づき
実施した。

利用拡大の取
組

職員体制

意見、苦情等
に対する対応

事業計画書のとおり実施。

事業計画書のとおり実施。
特殊業務である平和の灯点
検、施設点検などは専門業
者に委託した。

維持管理共通仕様書に基づき実
施、緊急時の体制確立

事業計画書のとおり実施。

安全管理へ
の取り組み

維持管理作業仕様書・同要領に基
づき実施

事業計画書のとおり実施。

維持管理共通仕様書・同要領に基
づき実施

公園利用者から直接、意見
や要望を聴取した。各公園
に連絡先の表示やメールで
の受付をできる体制にし
た。

事故・災害発
生時の対応

植物の育成
管理

維持管理作業仕様書・同要領に基
づき実施

事業計画書のとおり実施。

再委託、物
品の調達

・専門的な業務や特別な配慮が必
要な内容のものは委託する
・物品の調達は極力地元を優先す
る

個人情報の保
護

管理業務基本協定書に基づき実施

職員の指導・
育成

管理マニュアルの作成、担当者会
議の実施

事業計画書のとおり実施。

平成20年度より指定管理者
として公園緑地の維持管理
を行っており、維持管理に
対し努力していることは評
価する。

ホームページ等の活用によ
り、市民に対し指定管理者
としての認知は少しずつで
はあるが、進んでいると見
受けられる。しかし、ホー
ムページ作成当初から情報
ツールの変化があり、特に
若い世代には各種SNSによ
る情報発信も有効であるこ
とから、市民に対する情報
発信認知について積極的に
改善等に取り組んで欲し
い。

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

―
啓発看板の設置を行い利用
者に周知した。

管理業務責任者1名と管理業務責任
者補佐1名を配置

事業計画書のとおり実施。
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１

２

３

４

５

６

事業実施状況

施設利用状況

大きな複合遊具がある近隣公園や改修工事された公園には子どもたちが集ま
り遊ぶ光景が見られた。大曲・輪厚地区での利用は多く、団地地区では少子
化の影響もあるのか利用者は比較的少ない傾向であった。パークゴルフ場と
テニスコートの人気は高く、緊急事態宣言時の休止期間を除き、例年以上に
利用者が集まる状況も見受けられた。

利用者満足度向上に
向けた取り組み

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、手洗い・マスクの着用・離れて
遊ぶ等を記載した対策用看板を設置した。
・パークゴルフ場利用者の増によりカップ周りの損傷が激しいため、カップ
の位置を移動した。

・事業計画書のとおり実施した。
・施設の破損、故障には早急に対応し、また巡視点検者には外見だけではな
く利用者の目線や手に触れて使用実験するなど安全確保に重点をおいた。

・自主事業で駅前西口公園の花壇花植えと、広島公園他5公園に飲料自動販売
機の設置を行った。
・いちい公園で毎年実施しているパークゴルフ大会は新型コロナウイルス感
染症対策のため前年に引き続き中止した。

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

経費削減に努めた。
・刈草、落葉は堆肥として利用することによる処分費の削減
・水飲台の蛇口を自閉式へ交換による節水
・蛍光灯・蛇口の交換、遊具のペンキ塗装等を組合直営で実施

施設の運営

・協同組合の開所時間外でも遊具の破損や倒木等、利用者に危険が伴う恐れ
がある情報には直ぐに対応した。
・その他、ホームページでの情報提供や注意看板の設置、夜間巡視等も行
い、都市公園の機能保持に努めた。

　
収支については、日常の点検と確認による修繕の予防措置や直営修繕などによる経費削減に努めてお

り、収支の安定に配慮しながら運営したことについては評価できる。
自主事業に関しては、毎年行っているパークゴルフ大会は新型コロナウイルス感染症対策のため中止し

たが、景観のための花壇花植えを駅前西口公園で実施し、広島公園、輪厚自然公園、大曲東公園、虹ヶ丘
公園、つつじヶ丘公園の計5台の自動販売機を設置したことにより参加者や利用者から好評を得ていること
についても評価できる。

施設等の維持管理については、コロナ禍という先の変化が見込めない状況において市民からの要望等が
多岐にわたっており、より効率的な運営が求められている。

また、新型コロナウイルス感染症対策に対応した施設の情報等を住民周知するために、ホームページ活
用のなお一層な取り組みが重要である。
　全体として、管理運営に関しては、良好であると認められる。

７　総合評価

区　分
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