
利用台数について
は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響か
ら回復の傾向が見ら
れ、前年度実績及び
事業計画値を上回っ
た。

東駐車場利用台数

令和3年度指定管理者モニタリング評価調書

施設概要

施設基本情報

40,836台
(内カード32,428
台、時間8,408台)

施設名称

指定管理者名

建設部土木事務所

株式会社キタデン

所管部課市営東駐車場/市営西駐車場

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

38,247台
(内カード31,550
台、時間6,697台)

指定期間

施設設置目的

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

駅から公共交通機関を利用して通勤・通学する者及び駅周辺の公共施設等を利用する
者の利便性の向上を図る。

市営東駐車場　地上3階立体式、自走式、6,636㎡、211台
市営西駐車場　広場式、自走式、3,396㎡、120台

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
※利用料金制を適用する。

１　施設利用状況

32,442台
(内カード19,601
台、時間12,841台)

68,833台 68,586台 73,278台

西駐車場利用台数
30,586台
(内カード19,365
台、時間11,221台)

29,714台

38,872台

（特記事項）
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収支決算額（単位：円）

適正に経理されてい
る。

経費節減の取り組み
は、計画以上の結果
であり、高く評価で
きる。

事業収支の執
行状況

収支決算額の表のとおり 新型コロナウイルス感染症の影響
により、減少していたパスカード
売上が回復基調となったが、収入
源となる時間貸売上が近隣施設
（芸術文化ホール）のイベント自
粛等によりピーク時の60％程度と
減小傾向が続いている。

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

前年度
決算

令和３年度
事業計画書

収支については前年
度実績から回復傾向
にあるが、事業計画
値を下回っており、
新型コロナウイルス
感染症の影響が継続
している状況となっ
ている。

経費節減の取
組

人員の配置の工夫により経費節減
を図る。

事業計画書のとおり、リブウェル
北広島エルフィン・ターミナル管
理組合の管理受託会社に一部外部
委託をすることにより、マンショ
ンと駐車場の一体管理が可能と
なった結果、大幅に人件費を抑え
ることとなり、令和3年度において
も継続して効果を持続している。

適正な経理

独立した帳簿、預金口座を作る。
物品の管理は「管理台帳」に登録
し、取得・廃棄等の移動を記録す
る。毎年、年度末に棚卸しを実施
することにより不正防止、正確な
パスカード等の金券の枚数や釣銭
の出入りを管理する。

事業計画書のとおり、独立した帳
簿、預金口座により経理を行っ
た。また、年度末にパスカード等
の金券や釣銭の棚卸を実施し、正
確な在庫管理を徹底した。

区　分
令和３年度

決算

収入　Ａ

利用料金 33,209,850 39,766,000 35,001,900

その他 77 0 1,299

8,391,000 8,137,800

合　　計 33,209,927        39,766,000 35,003,199

人件費（庶務、駐車場係
員）

2,054,426 1,789,000 2,059,210

委託料（保守、警備委託
等）

合　　計 13,692,737 13,656,000 14,157,318

諸経費（需用費、役務費） 3,164,762 2,883,000 3,173,085

8,137,800

Ａ－Ｂ 19,517,190 26,110,000 20,845,881

支出　Ｂ

管理費（その他経費） 335,749 593,000 787,223

（特記事項）
重油の高騰により需要費（電気料）の支出が増となった。
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評　価

委託業者により警備を実施
した。緊急時にも迅速に対
応し安全が保たれた。

除排雪業務

・西駐車場：新雪除雪、路面整
正、運搬排雪

委託業者にて実施した。通
路、機械周辺部は当社職員
で実施し利便性を確保し
た。

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

保険の加入

指定管理者専用の施設賠償・自管
賠保険を付保。売上金には動産総
合保険に加入し万全の保証内容を
担保

左記の保険をすべて更新、
同条件にて契約更改を完了
した。

実施状況

警備業務

駐車場施設のため性質上、
評価項目としては該当しな
い。市指定事業

・東駐車場：1日3回の巡回点検、
監視カメラによる遠隔監視
・西駐車場：機械警備

自主事業

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

区　分

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

事業計画書のとおり委託業
者により定期点検を実施し
た。

管理機器の保
守

年4回のメーカーによる定期機器点
検及び緊急時の保守点検並びに法
定点検を実施

事業計画書のとおり実施
し、異常がある場合は報告
し対応することで機器の機
能を保持。故障等の際にも
迅速に対応し、素早い復旧
を行った。

維持管理は、おおむね事業
計画書のとおり実施されて
おり、機器の故障の際も迅
速な対応を行い、特段維持
管理に関する苦情もなかっ
たことから評価できる。

清掃業務

・東駐車場：2日に1回の清掃、2週間
に1回の掃き掃除
・西駐車場：週5回のゴミ拾い清掃と除
草、剪定業務

委託業者、当社職員により
事業計画書のとおり実施さ
れ、衛生的な状態が保たれ
た。清掃時にも利用者への
積極的な挨拶活動を実施し
た。

消防用設備点
検業務

・東駐車場のみ：保守点検年4回、
外観機能点検年1回
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評　価

入退場制限、減免等は条例
等に基づき、適正・公平に
行った。

「意見箱」を設置して通年を通し
たアンケート実施とホームページ
からのメール問合せに対応。

意見、苦情等については、
市と打ち合わせのうえ速や
かに対応した。なお、アン
ケートについては新型コロ
ナウイルス感染症対策のた
め実施を見送った。

施設の運営は事業計画書の
とおり実施されているが、
新型コロナウイルス感染防
止のため、接遇研修や利用
者アンケート等一部実施を
見送っている事業があり、
新型コロナウイルス感染症
対策においても評価でき
る。
また、意見箱の設置、ホー
ムページからメールによる
問合せを行うなど柔軟な対
応をしている。
なお、カード式駐車枠が満
車で予約者がいることから
市と協議して時間利用駐車
枠の台数変更を行い、カー
ド式利用者への予約空待ち
を解消するなど迅速な対応
をしていることから、全体
的に高く評価できる。

意見、質問、
苦情等に対す
る対応

利用拡大の取
り組み

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。

５　施設の運営

区　分

利用者対応
（公平性の確
保）

地方自治法、条例等に基づく適
切・公平な運営を行う。

職員体制

本社担当管理職1名、統括責任者1
名、東駐車場管理員1名（交代）、
西駐車場巡回管理員1名

カード式駐車券枠を拡大し契約者
の増加を図る。

事業計画書のとおり実施し
た。

職員の指導・
育成

防災訓練、および年2回の接遇マ
ナー等の管理員実務研修を行う。

事業計画書のとおり実施し
た。なお、研修については
新型コロナウイルス感染症
対策のため中止した。

個人情報の保
護

個人情報保護条例等関係法令の管
理員に対した研修を行う。

事業計画書のとおり実施
し、職員に周知徹底した。

事故・災害発
生の対応

関係機関との連携、警備員の出動
体制の確立、防災訓練等の実施。

事業計画書のとおり体制を
確立し、防災訓練をマン
ション住民と実施した。事
故・災害はなかったが、有
事には迅速に対応できる連
絡体制を保持した。

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

令和2年5月29日公益社団法人全国
ビルメンテナンス協会決定の「ビ
ルメンテナンス業における新型コ
ロナウイルス感染拡大防止ガイド
ライン」に沿った対策の実施。

受付職員、来場者への検温
の実施。消毒液、各対面個
所にシートの設置、施設の
各ドアノブ、トイレ等の清
掃及び除菌を実施した。
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１

２

３

４

５

６

駐車場の利用状況については、前年度からの新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け、カード式利
用者及び時間利用者については回復基調にあるものの伸び悩んでいる。
収支については、東、西駐車場合計で35,003,199円の利用収入があり、管理経費が14,157,318円で差引

き20,845,881円となった。
当初、市への納付予定金額は25,695,000円であったが、利用料金収入の減収に伴い、納付金の減免につ

いて市と指定管理者で協議を行い変更協定書により、20,845,881円で締結した（減免額　4,849,119円）。
営業活動においては、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ活動は自粛したものの、施設の維持管

理・運営については、前年度に続き事務所内に保護シートや消毒液等を設置するとともに小まめな清掃を
行い対策を講じることで利用者への安堵感を与えており、良好な管理運営であると評価する。

７　総合評価

自己評価

６　指定管理者の自己評価

・「北広島市営駐車場　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策」を策定
し、新型コロナウイルス感染症拡大防止の徹底を図る。
・事務所内における対策（消毒液設置、検温、シート設置、筆記用具消毒、
チラシ配布中止等）とトイレ対策、従事者の感染防止対策、来場者への周
知・広報をそれぞれ重点的に実施した。

区　分

施設利用状況

・東駐車場（前年比106.77％）、西駐車場（前年比106.07％）合計で前年度
比106.46％となる。
・新型コロナウイルス感染症の影響が大きかった前年に比較して回復基調に
あるが平常時と比較して大幅減が続いている。
・計画比では東駐車場が105.05％、西駐車場が109.18％、合計で106.84％と
なる。

収支の状況

・東駐車場は対前年度比103.18％、西駐車場が対前年度比109.64％。東西合
計で前年度比105.40％となり、前年度と比較して回復基調にあるが、前述の
とおり新型コロナウイルス感染症の影響により平常時より大幅減少であった
ことから、計画値を大きく下回っている。特に収入源として期待できる時間
貸売上は前年度比118.96％となったものの、ピーク時の61.34％と依然減収状
況が続いている。減収補てんのため東西駐車場のパスカード枠を増設した
が、売上は前年度比100.58％と微増にとどまった、
・計画比では東駐車場が88.96％、西駐車場が86.37％、合計で88.02％となっ
た。

利用者満足度向上に
向けた取り組み

・事務所に意見箱を設置するとともにホームページからも問い合わせやク
レーム、ご意見を頂戴し要望等は市と協議のうえ対応した。利用者のアン
ケートについては、新型コロナウイルス感染症対策のため実施を見送った。
・新型コロナウイルス感染症対策については、前年度よりも「５」で記載し
たように更に強化し利用者への見える化を行い満足度の向上を図っている。

事業実施状況

・時間貸売上が新型コロナウイルス感染症の影響によって見込めないため、
時間貸し分の台数枠を東西ともにパスカード枠に振り替え、収入を少しでも
アップするように対応した。
・広告についてはティッシュ配布や近隣自治体へのチラシ配布等を感染防止
のため中止し、ＨＰ上の広告及び広報誌による限定したものへシフトした。

施設の維持管理

・今期は東駐車場では強風で損傷した防雪ネットの修繕や経年劣化で故障し
た照明器具の交換を実施した。
・毎日の巡回にて常に異常に目を光らせており、異常発見から対応までを迅
速に対応することを心掛けた。

施設の運営
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