
令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

施設基本情報

適正に経理されてい
る。

29,317

施設名称

指定管理者名

教育部社会教育課

特定非営利活動法人 北広島市スポーツ協会（R4.4.1に北広島市体育協会から改称）

所管部課北広島市体育施設等

指定期間

施設設置目的

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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

総合体育館 : メインアリーナ　1,680㎡、サブアリーナ　559㎡、武道場　257㎡、
　　　　　　 トレーニング室　290㎡　外
緑葉公園   : 管理棟　152㎡、野球場　19,000㎡　外

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

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

・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
・施設の使用料を適用しない
※利用料金制を適用しない

（特記事項）
 新型コロナウイルス感染症対策のため、5月15日～6月20日、8月14日～9月12日の67
日間休館・休園。LED化工事・給水設備修繕等で16日間休館。

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

総合体育館及び緑葉
公園については、新
型コロナウイルス感
染症対策による休館
等の影響で前年度よ
り約20％減少した。

経費のウエイトが大
きい管理的経費の執
行に注意を払い、赤
字を出さずに運営で
きたことは評価でき
る。

経費節減の取
組

事業全般について、赤字を出さぬ
ように経費の削減に努める。
節電・省エネに努める。

市の指針に基づいて、節電・省エ
ネに努めた。比較的単純な労務作
業については自前で行い、経費の
節減に努めている。

適正な経理

事業を区分して独立した預金口座
を作り、適正な現金・預金の管理
のもと経理を行う。

経理が適正処理され、帳簿関係も
適正に管理されている。

事業及び施設の管理
において経費節減に
努めたことが認めら
れ、評価できる。

１　施設利用状況

41,903

11,130

83,126
小計

総
合
体

育
館

緑
葉
公
園

合　計

30,093

71,996

5,031

5,457

642

60,241

4,546

3,168

565

8,279

68,520

個人使用

団体使用

小計

野球場

テニスコート

多目的広場

30,924
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新型コロナウイルスの感染
を防止するため、職員のみ
の避難訓練を1回実施し
た。

実施状況 評　価

収支決算額（単位：円）

防災業務

建築基準法第12条第3項に基づき防
火設備の点検、消防法第8条第1項
の規定に基づき防火管理者を配
置。職員の防災意識の向上と緊急
時の適切な対応を行うため通報訓
練、消火訓練、避難誘導訓練を年
に1回実施する。

区　分

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

日々、目視による点検を実
施し、異常があれば早急に
対処した。

前年度
決算

令和3年度
事業計画書

（特記事項）

人 件 費

Ａ－Ｂ

24,825,558

令和3年度
決算

24,923,200

22,255

24,925,000

市指定事業

自主事業

【継承事業の実施】
市民の各年齢層にわたるスポーツ
の普及と健康・体力の増進を図る
ため、スポーツ教室等を実施す
る。

加盟団体の専門性を活かしたス
ポーツ教室や市民の健康志向を反
映させた事業を展開し、市民の健
康増進を図るとともに、総合体育
館の利用を推進する。

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

とび箱マット・トランポリ
ン教室などの子どもを対象
とした事業のほか、シニ
ア、女性を対象とした各種
事業を実施した。

かけっこ教室をはじめ10事
業を実施した。新型コロナ
ウイルス感染症対策のた
め、親子テニス教室・冬休
み小中学生インドアソフト
テニス教室・ソフトバレー
交流会は中止した。

区　分

安全で安心なスポーツ環境を提供
するため、各設備器具の目視点検
を日常業務の中で確実に行い、必
要に応じた修繕を実施する。

施設の快適な環境と美化・衛生を
保つため、日常清掃を適切に実施
する。
トレーニング機器の清潔を維持す
る。

維持管理は、おおむね事業
計画のとおり実施されてお
り、利用者が安全かつ快適
に利用できたことは評価で
きる。
草刈りの一部と除雪の一部
を委託せず職員により対応
して経費の削減に努めてい
る。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

専門業者に再委託し日常清
掃を適切に実施した。
利用者に、トレーニング機
器の利用後の汗の処理を啓
発した。

施設設備の管
理点検

清掃業務

指定管理料

利 用 料 金

そ の 他

小　計

58,637,000

0

1,299,176

59,936,176

58,857,000

0

1,287,000

60,144,000

58,857,000

0

1,194,581

60,051,581

事 務 費

事 業 費

管 理 費

そ の 他

小　計

0

6,678,133

945,359

27,307,732

0

目的達成に向け幅広い世代
を対象に様々な事業を実施
していることは評価でき
る。

59,756,782

6,386,000

60,144,000

179,394 0

各種スポーツ団体と連携し
スポーツ教室を継続して実
施していることは評価でき
る。

60,029,326

収入　Ａ

支出　Ｂ

6,377,141

613,000 580,888

28,220,000 28,148,097

0
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吊物装置保守
点検業務

吊物装置による事故を未然に防ぐ
ため、日常業務点検のほか吊物装
置の総点検を専門業者に再委託
し、年に1回実施する。

吊物装置の総点検を専門業
者に再委託し、年に1回実
施した。

煤煙測定業務

ボイラーの煤煙濃度について法定
の基準内に合致しているか確認す
るため、専門業者に再委託し、年
に1回実施する。

専門業者に再委託し、年に
1回実施し、法定の基準内
に合致しているか確認し
た。

地下タンク等
機密漏洩検査
業務

地下燃料タンク・地下埋設配管の
気密漏洩検査を専門業者に再委託
し、年に1回実施する。

地下燃料タンク・地下埋設
配管の気密漏洩検査を専門
業者に再委託し、年に1回
実施した。

体育器具保守
点検業務

体育器具による事故を未然に防ぐ
ため、日常業務点検のほか体育器
具の総点検を専門業者に再委託
し、年に1回実施する。

体育器具の総点検を専門業
者に再委託し、年に1回実
施した。

暖房機保守
点検業務

暖房及び給湯ボイラーの保守点検
について専門業者に再委託し、
オーバーホールと中間点検をそれ
ぞれ年1回実施し、ボイラーの良好
な状態を保持する。

専門業者に再委託し、オー
バーホールと中間点検をそ
れぞれ年1回実施し、ボイ
ラーの良好な状態を保持し
た。

電気保安業務

施設点検や測定試験の月次点検は
専門業者に再委託し、隔月ごとに
実施する。また、施設の運転を停
止して行う点検及び年次点検は、
年に1回実施する。

専門業者に再委託し、隔月
ごとに実施した。施設の運
転を停止して行う点検及び
年次点検は、年に1回実施
した。

除雪業務

除雪は降雪10センチ以上を目途
に、開館時間の朝9時まで実施す
る。開館後の降雪についても適宜
除雪する。
また、駐車場の除雪は専門業者へ
の再委託により適切に実施する。

再委託により駐車場の除雪
を実施した。また、重機の
入れない区域は、自前の除
雪機等で実施し、利用者の
通路を確保するとともに、
非常口、避難路も確保し
た。

受水槽清掃
業務

受水槽の水質検査を専門業者に再
委託し、年1回実施して安全を確認
する。

専門業者に再委託し、年1
回実施して安全を確認し
た。

消防設備管理
業務

保安警備業務

施設の火災、停電、不審者の侵
入、その他異常事態に早期かつ適
切に対処し、利用者が安心して利
用できるよう機械警備を行う。

再委託により警備を実施し
た。また、機器が正常に機
能するよう毎月保守点検を
実施した。

外構管理業務

ゴロッケーコースの草刈りは、芝
生の生育状況を捉え10日に1回を目
途に実施する。花壇の除草は年3回
以上、剪定は1回、散水は状況に応
じ適宜、冬囲いも適切な時期に実
施する。なお、斜面の草刈りなど
専門的な業務は専門業者に再委託
し実施する。

ゴロッケーコースの草刈り
は月3回程度の実施。花壇
の除草は年3回以上、剪定
は１回、散水は適宜実施、
冬囲いも適切な時期に実施
した。なお、専門的な業務
は再委託し、適切に実施し
た。

維持管理は、おおむね事業
計画のとおり実施されてお
り、利用者が安全かつ快適
に利用できたことは評価で
きる。
草刈りの一部と除雪の一部
を委託せず職員により対応
して経費の削減に努めてい
る。

専門業者に再委託し消防用設備の
法定点検（機能点検を年に2回、総
合点検を年に1回）を実施する。

専門業者に再委託し、その
結果を消防署に提出した。
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評　価

再委託により年2回実施し
た。

５　施設の運営

自動車任意保険、施設賠償責任保
険の加入。

目標のとおり実施した。

区　分

利用者対応
（公平性の確
保等）

条例に基づき事業計画を策定し適
切公平な運営を行う。
専用使用にあたっては、特定の団
体に利用が集中しないよう公平性
を重視する。

使用許可、減免等は条例に
基づき適切に行われた。
一般開放と専用使用のバラ
ンスを図るとともに、特定
の団体等に利用が集中しな
いよう公平性を重視し、受
付を行った。

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
おり行い、大きなトラブル
もなく円滑な運営を行って
いる。
新型コロナウイルス感染症
対策についても、迅速に対
応できたことは評価でき
る。

自動ドア保守
点検業務

移動式バスケットゴールの保守点
検を専門業者に再委託して年に1回
実施する。

専門業者に再委託し、年に
1回実施した。

維持管理は、おおむね事業
計画のとおり実施されてお
り、利用者が安全かつ快適
に利用できたことは評価で
きる。
草刈りの一部と除雪の一部
を委託せず職員により対応
して経費の削減に努めてい
る。

目標のとおり実施した。

自動ドアに係る事故等を未然に防
止するため点検を年2回実施する。

施設から発生する廃棄物の処理
は、市の廃棄物処理方法に準じて
適切に処理し、また、資源ごみの
回収を徹底する。

廃棄物処理

意見苦情等に
対する対応

各種大会などの専用利用
は、運営に支障が生じない
よう勤務体制を調整し対応
にあたった。

正職員3名、非常勤職員2名、臨時
職員4名を配置

高齢者に対するアシスト
サービスなど接遇力の向上
に努めた。

目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

休館期間を除き、計画どお
り開館することができた。
総合体育館の利用や事業を
分かり易く情報提供するた
めＨＰをリニューアルし
た。
休館期間を除き計画どおり
無料開放日を実施した。

接遇マニュアルの励行とОＪＴの
励行

防犯・防災マニュアル・事故対応
マニュアルにより、事故・災害に
適切に対応する。

各種マニュアルの徹底を
図った。

職員体制

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

―

施設の消毒、マスク着用の
呼びかけ、入場時の検温等
を実施した。

保険の加入

利用者拡大の
対応

「利用者アンケート」を実施し、
利用者の目線に立った施設運営を
目指す。

大きな苦情等もなく、管理
運営を行うことができた。

個人情報の保
護

北広島市個人保護条例に基づき、
個人権利利益を侵害することの無
いよう個人情報の取扱いを適正に
行う。

個人情報保護の徹底に務め
た。

事故・災害発
生時の保護

職員の指導・
育成

月曜日の祝日は開館日、その翌日
も振替せずに開館する。
ホームページ（ＨＰ)を刷新し情報
提供に努める。
無料開放日の実施（毎月第2日曜日
等で計12日間）

バスケット
ゴール保守
点検業務
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３

４

５

６

事業実施状況

施設利用状況

総合体育館の利用人数は、個人利用が29,317人で前年度と比較して12,586人
の減、専用使用が30,924人で前年度と比較して831人の増で、全体では60,241
人、約16％の減少。緑葉公園施設の利用人数は8,279人で、前年度と比較して
2,851人、約26％の減少。何れも新型コロナウイルス感染症対策による影響で
減少となった。

利用者満足度向上に
向けた取り組み

区　分

利用の公平性の確保、各種教室の充実、健康プログラムの提供、情報提供の
充実、接遇の向上等に努めた。令和4年4月からの当会名称の変更（体育協会
⇒スポーツ協会）に向けて、より分かり易い情報提供のためホームページを
リニューアルした。

事業計画書に基づき専門業務は各専門業者に再委託したほか、野球場、テニ
スコートの管理は、体協加盟団体に委託している。
適正な管理を行うため、目視点検など職員が館内を適宜巡回し、安全管理の
徹底に努めた。

継承事業については、新型コロナウイルス感染症流行の影響で参加者が減少
した。（令和2年度188人⇒令和3年度155人）
自主事業については、体育協会加盟団体の協力などを得て13事業を計画した
が、3事業が中止となった。なお、参加者は増となった。（令和2年度329人⇒
令和3年度369人）
健康運動指導士による健康プログラムを提供するとともに、ストレッチや正
しいトレーニング方法を様々な媒体で情報提供した。

施設の維持管理

総合体育館及び緑葉公園体育施設の運営については、利用者数が昨年度と比較して新型コロナウイルス
感染拡大防止及びLED化工事・給水設備修繕等での臨時休館があったことや、外出自粛期間があったことに
より減少したが、事業計画に基づき適切に実施できたものと評価できる。
　収支については、全体として経費節減に努め、良好に運営されており評価できる。

今後も、引き続き様々なアイデアを出し、サービスの向上に努め、利用し易い環境保持と市民の健康、
体力増進をより一層図ることに努めてもらいたい。

７　総合評価

収支の状況

自己評価

６　指定管理者の自己評価

収入については、自動販売機使用料が当初予算より50万円減となり、決算額
は60,051,581円。支出決算額は60,029,326円で、収支差額が22,255円となっ
た。燃料（Ａ重油）が高騰したため、執行残となった他の科目から充当する
ことで対応した。

施設の運営

適正な接遇により、利用者からの苦情もほとんどなく、スムーズな運営を行
うことができた。今後もより一層のサービス向上と効率的な運営に努める。
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