
10,380人

（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
  休館期間：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

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

利用状況について
は、前年度に比べ、
団地住民センターは
5,230人減、東記念
館は449人増となっ
ている。
団地住民センターの
利用人数の減少は、
新型コロナウイルス
感染症対策に係る臨
時休館、利用者によ
る利用自粛のためと
思われる。
東記念館の利用人数
については、新型コ
ロナウイルス感染症
流行以前と比較する
と減少しているが、
前年度と同程度の人
数を維持することが
できた。

32,055人 26,825人

住民
セン
ター

施設設置目的

利用人数

3,450件 3,079件利用件数

指定期間

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

906件

9,931人 －

〇団地住民センター及び東記念館
地域住民の生活、文化、教養の向上と住民自ら地域社会の連帯感を醸成する場を提供
する。

〇団地住民センター
  和室1(116㎡)、和室2(20㎡)、幼児室(35㎡)、研修室1(66㎡)、
  研修室2(45㎡)、研修室3(69㎡)、調理実習室(78㎡)、工作室(33㎡)、
  青少年婦人室(48㎡)、和室2(20㎡)、茶室(14㎡)
〇東記念館
  集会室1(140㎡)、集会室2(46㎡)、会議室(45㎡)、和室1(39㎡)、和室2(39㎡)

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

指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

施設名称

指定管理者名

市民環境部市民課

特定非営利活動法人　NPO・連・きたひろしま

所管部課
北広島団地住民センター
北広島東記念館

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

－

東記
念館

利用件数

－

1,240件 －

利用人数

1



215,800

27,255,00026,819,100

802,337

680,165

自主事業費

人件費

28,036,900

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。

軽微な設備や備品の修理、草刈り
等については、職員で行ったほ
か、光熱水費・燃料費等の節約に
よる経費の節減に努めた。

収支決算額（単位：円）

39

27,929,814

指定管理料

674,775
収　入Ａ

自主事業収入

適正な経理

経理規程を作成し、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。

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

事業収支の執
行状況

収支決算額の表のとおり 草刈りや除雪作業等
を職員で実施し、光
熱水費についても、
新型コロナウイルス
感染症対策のため換
気を行い室温が下が
る中、できる限りの
節約を行うことで、
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。

２　収支の状況

評　価

16,718,771 15,360,000 16,564,499

区　分 前年度決算
令和３年度
事業計画書

11,895,000

書類等を精査した結
果、適正に経理され
ている。

各業務を職員により
実施したほか、光熱
水費の節約など、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。

令和３年度決算

27,255,000

0

合　計

398,827

997,700

収支決算額の表のとおり

44

27,621,481 28,252,700

その他

支　出Ｂ

10,393,691

その他

合　計

9,794,508

26,941,316

管理運営費

781,900 572,797

0 0 0

428,037

27,530,987

Ａ－Ｂ

（特記事項）
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各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
つ快適に利用できたことは
評価できる。
住民センター玄関前の平板
ブロックの敷き替えや東記
念館のすべり止めの設置、
施設内の除草、樹木の枝払
いなど、利用者の安全に向
けて様々な方策を行ったこ
とは評価できる。

評　価区　分

区　分

清掃業務

外構維持管理
業務

敷地や駐車場、附帯外構施設の適
切な維持管理に努める。

防災業務

－

①②事業計画書のとおり実
施した。
③新型コロナウイルス感染
症対策のため中止した。

市指定事業

４　施設の維持管理

－

自主事業

目標(協定・仕様書・事業計画書）

各施設の草刈りを年3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。

①各種印刷業務（有料）等を実施
②自販機設置による飲料水の販売
③地域住民の文化活動等の向上に
資する自主企画事業を実施

評　価

日常清掃は休館日を除き毎
日実施した。各施設の定期
ガラス清掃は年1回、定期
床清掃は年2回施設の休館
日に実施した。また、毎日
目視による点検を実施し美
化に努めた。

３　事業実施状況

実施状況

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。

－

施設利用者や地域住民に対
するサービス向上に寄与す
る事業であり評価できる。
自主企画事業については、
新型コロナウイルス感染症
対策のための中止であり、
やむを得ない判断であった
と考える。

実施状況

目標(協定・仕様書・事業計画書）

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。

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17条の3の3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。

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。
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除雪業務

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。

保守点検として、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。

機械警備業務

法令に基づき、運転中の電
気工作物の点検は6回（隔
月）、運転を停止しての電
気工作物の点検は年1回実
施した。

各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
つ快適に利用できたことは
評価できる。
住民センター玄関前の平板
ブロックの敷き替えや東記
念館のすべり止めの設置、
施設内の除草、樹木の枝払
いなど、利用者の安全に向
けて様々な方策を行ったこ
とは評価できる。

電気保安業務

再委託により、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。

エレベーター
設備点検業務

自家用電気工作物の機能を確保す
るため、電気事業法施行規則第52
条及び第53条に基づき、適切な保
安業務に努める。

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。

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。

暖房機設備保
守点検業務

各施設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、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
掃調整等を3ヶ月に1回、法
定点検を年1回実施した。

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。
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要望や意見等の把握のために「意
見箱」を設置する。

事業計画書のとおり、利用
者の要望や意見を把握する
ため、「意見箱」を設置し
た。

個人情報の保
護

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。
新型コロナウイルス感染症
の対応についても、施設や
備品の消毒を確実に行い、
換気等の感染対策について
も利用者とコミュニケー
ションを取りながら適切に
実施していることは評価で
きる。

職員体制

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

市の条例のほか、団体で作
成した個人情報保護方針に
基づき、個人情報の取得や
管理等について職員に徹底
した。

・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

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、防災教育を行う。

意見、苦情等
に対する対応

事業計画書のとおり職員及
び清掃員を各施設に配置し
た。

事業計画書のとおり、緊急
時対応マニュアルや緊急連
絡網により、連絡訓練、避
難訓練、初期消火訓練を実
施した。

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。

利用拡大の取
組

―

職員の指導・
育成

・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。

利用者とのトラブルを防止
するために平等な対応がで
きるよう「使用のきまり」
を作成し対応した。
定期的に利用する団体につ
いては、平等に活動できる
よう、使用する曜日や時間
帯等の調整を行った。

目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

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。

団地住民センター
　管理職員8名、清掃職員2名
東記念館
　管理職員4名、清掃職員1名

業務研修等の実施

区　分

利 用 者 対 応
（公平性の確
保等）

全職員を対象に接遇教育、
ＡＥＤ取り扱い研修を実施
した。

５　施設の運営

事業計画書のとおり利用予
約状況や空き状況をホワイ
トボードで知らせた。

評　価
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１

２

●指定管理者としての業務遂行に当たり、利用者のニーズを確認し合いなが
ら「笑顔で挨拶」等を積極的に行うことにより、利用者との一体感が生まれ
た。これは、当法人が当初より重きを置いていた接遇の基本方針である。毎
年2度実施している「接遇教育」が、職員を介して利用者にも浸透し、明るく
且つ楽しめる施設に改善された大きな要因と捉えている。
●入館時、退館時はもとより、施設内外を問わず互いに笑顔で挨拶を交わす
等、利用者と職員の垣根が取り払われ、清々しい空気を醸し出していること
は大きな成果と言える。
●団地住民センターの利用状況について、新型コロナウイルス感染症の影響
により利用頻度は若干の減少となっていたが、徐々に回復傾向にありほぼ空
き室が埋まるような利用となった。入れ替え時の消毒や清掃を退室前に利用
者の協力のもと行い、備品等の不具合が生じたときは報告をいただくことと
した。
●東記念館の利用状況については平成30年度の大規模改修工事が施工された
際、長期間の休館で利用者団体等が隣接の公民館や他の施設に活動場所を移
し、東記念館から離れたまま今日に至っている。この状況の中、利用者拡大
の方策の一つとして、利用者の安全を第一に捉え、ギャラリー床のテラゾー
ブロック部分や女子トイレ床タイルの滑り止めテープ、風除室からギャラ
リー間やトイレ前手洗い場のカーペット敷きによる滑り止めを行い、利用者
の要望に応えるとともに、安全面に配慮し、不具合や欠損の有無等の確認屋
外のスロープ部分のグレーチングの滑り止めの確認等により事故防止を図り
利用者拡大に努めた。

６　指定管理者の自己評価

施設利用状況

収支の状況

自己評価

原価低減策として主に下記の項目について極力職員が対処した。
●軽微な設備や備品の修理、交換及びLED照明器具への変更により節減に努め
た。
●灯油等燃料消費量は、新型コロナウイルス感染症対策として出入口や窓の
開放による室内外の換気により、冬期間は室内や館内が冷やされ増となっ
た。加えて燃料費の高騰による出費増も重なり、対応に苦慮した。
●給水、給湯、照明等のきめ細やかな取り組みによる出費の節減効果が表れ
ている。
●玄関前のロードヒーティングを止め、職員の人力除雪により電気料の節減
を図る効果は、人件費を差し引いても大きな経費減となっており、歩行者の
配慮や荷物の出し入れ時に使用する台車の走行に支障が出ないよう除雪手法
を考え、これに必要とする道具等を調達して職員の負担が過大にならないよ
う配慮しながら行った。

区　分
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３

４

５ 施設の運営

●施設利用者等に清涼飲料水を自動販売機により利用していただいている
が、施設には瞬間湯沸かし器を設置していること、自ら持込をされるなどに
より売り上げは年々下降気味であり、特に新型コロナウイルス感染症対策に
よる休館が重なり、利用頻度が激減している現状である。
●印刷事業も新型コロナウイルス感染症対策による休館や利用者の減少によ
り大きく収入減となった。
●団地住民センターで予定していた自主事業について、毎年9月下旬に開催さ
れていたヒルティ文化協会主催のヒルティカーニバルに参加協力していた
が、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、ほかの自主事業も含めて実
施できなかった。
●東記念館で予定していた自主事業について、子供を対象とした「ポンポン
縫いぐるみ作り」は新型コロナウイルス感染症対策として三密を回避するた
め中止となった。
●小学生対象のラジオ作り、大人対象のケーキ作り等は市民の希望が多いこ
とから、次年度以降の計画の中で講師とも協議し、全体計画を検討する。ま
たこれまでの自主事業において、参加者の笑顔が生まれ「また参加したい」
との意見が多くあり成功を収めていることから、今後も参加者の笑顔につな
がるような自主事業の実施に努めたい。
●新型コロナウイルス感染症の影響によりステイホームが余儀なくされてい
ることから、両館の談話コーナーに設置しているTVを活用して「いきいき百
歳体操」の映像を流している。この取り組みによって、来館者に興味を持っ
ていただき、軽運動をして元気に来場していただければと思っている。
●団地住民センターでの取り組みとして、過去の台風により倒木した桜、ナ
ナカマドの跡地にサクランボの苗木を捕植し、使用していない花壇にはブド
ウの苗木を植えたが、大雪の影響を受けており成長が心配された。どちらも
果樹専門家のアドバイスを受ける予定であり、大きく育ち、学童クラブの子
どもたちと一緒に収穫できる日が待ち遠しい。

施設の維持管理

●建築経過年数が長いため施設の老朽化が目立つが、そのことを念頭に置
き、施設の延命化に努めながら、基本協定に関する事項の順守及び良好な管
理運営・施設環境の維持に努めた。
●清掃員も含めた接遇研修、健康研修、個人情報研修、AED含めた緊急救命研
修等を書面により2回開催し、利用者が「一層利用し易い安心安全な環境つく
り」を目指し自己研鑽に努めた。
●現場においての実技研修や全員参加のディスカッション等は控えることと
したが、利用者が一層利用し易い安心安全な環境作りの心構えの自己研鑽に
努めた。

●日常の点検による管理を行い、不具合対応や使用規模の修理については、
自主的に修理、交換を実施して安全面や使用の不具合の対応に努めた。
●団地住民センターの外構管理について、草刈りを再委託により年3回実施し
た。東記念館についても、草刈りを職員自らの作業で3回実施したほか、庭園
と正面付近の樹木の剪定を行い、外構環境、美観の維持に努めた。また両館
とも草刈りと同時に犬走の除草、駐車場・駐輪場の除草を行い、美観と衛生
管理を行った。
●団地住民センターの玄関前から市道に通じる歩行者用の歩道の平板ブロッ
クの不陸修正を職員の手により行った。

事業実施状況
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６
利用者満足度向上に
向けた取組

●利用者に対して安心安全に活動していただくための施設点検を怠ることな
く、必要事項が発生した場合には、職員の経験と技術によって即対応を行う
か外注するかを市との協議の結果に基づき処理することに加え、満足度を高
める方策として、直接の意見や要望を受ける窓口とご意見箱を介して意見等
をいただき、運営に活用している。
●交通安全の観点から、団地住民センターに歩行者専用の通路を職員の作業
により設置して好評を得ているが、冬季間の駐車場不足によってこの通路に
車輪を乗せた状態で駐車されることがあったことから、除雪にも工夫を凝ら
し歩行の安全に努めると共に、平板の不陸が発見されたときは、職員の手に
より修正を行った。
●団地住民センター玄関前の八重桜は見事な花をつけ、来館者の癒しの場と
もなっており、通行や散歩されている方々も足を止めて鑑賞している姿が見
受けられる。また、団地住民センターの背面にある八重桜についても、トリ
ムコースを利用している市民の方やベンチに腰を下ろして休憩している方が
桜を眺め満喫されているので、大切に育てていきたい。
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７　総合評価

【利用状況について】
・団地住民センター

前年度に比べ5,230人減となっており、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り、その後も前年度からの利用者の活動自粛傾向が
続い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。
・東記念館

前年度に比べ449人増となっており、新型コロナウイルス感染症流行以前と比較すると減少しているが、
指定管理者の努力もあり、前年度と同程度の人数を維持することができた。
今後も新型コロナウイルス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業務は、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、団地住民センターの自動販売機においては「インクルージョンボール事
業」の参画を行うなど、地域のＢＰに関する機運醸成と利便性が向上していることは評価できる。

また、今年度については、新型コロナウイルス感染症対策のため自主事業を行うことができなかった
が、大人を対象とした料理教室や子どもを対象とした工作教室の開催、各施設で開催される地域イベント
への参加など、地区住民センターの管理者として地域住民との信頼関係を築けるよう、今後の取組に期待
したい。

【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

したほか、新型コロナウイルス感染症対策として施設の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、団地住民センター玄関前に歩行者専用通路として設置した平板ブロックの維持管理や、東記念館
の滑り止めなど、利用者の安全確保に向けて様々な方策を行ったことは評価できる。

運営についても、窓口での聞き取りやご意見箱を介して、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】
ご意見箱による利用者要望の把握や職員の各種研修による窓口応対の向上を図ったほか、歩行者専用通

路の設置による利用者の安全確保に努めるなど、利用者が一層利用しやすい安全安心な環境づくりをして
いることは評価できる。

【総評】
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。

新型コロナウイ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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