
指定管理者の業務
(利用料金制の適
用）

25,978人利用人数 28,577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。

市民相互の世代を超えた交流の促進及び学習・文化活動の振興を図り、もって市民生
活の向上及び活力ある地域社会の形成に資するため。

体育館、交流室1、交流室2、練習室1、音楽室、調理室、陶芸室、交流室3、交流室
4、練習室2、学習室、和室1、和室2、研修室

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

2,726件

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　いこーよ友の会

所管部課北広島市広葉交流センター

指定期間

施設設置目的

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

利用件数 2,919件

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

利用状況について
は、前年度に比べ
2,599人減となって
いる。理由として
は、新型コロナウイ
ルス感染症対策のた
め休館期間があり、
前年度に引き続き利
用団体の活動自粛傾
向があったためと考
えられる。
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2,332,143 35,000

31,323,600

前年度決算
令和３年度
事業計画書

（特記事項）

指定管理料

人件費

２　収支の状況

評　価

31,125,600

草刈り作業などを職
員で実施し、支出の
削減を図っている。
無駄を省き経費節減
に努力したことによ
り、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。

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。

光熱水費・燃料費等の節約の取り
組みを実施した。また、軽微な設
備や備品の修理、草刈り等につい
ては、職員で行い経費の節減に努
めた。

適正な経理

経理規程を策定し、経理事務を行
う。

経理規程に基づき、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。

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

16,111,388 16,955,000 17,130,200

区　分

書類等を精査した結
果、適正に経理され
ている。

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

31,323,600

1,480,892

収支決算額（単位：円）

収入　Ａ
自主事業収入

その他

合　計

支出　Ｂ

管理運営費

自主事業費

その他

合　計

Ａ－Ｂ

201,803 360,000 170,933

90 0 8,999

31,327,493 31,683,600 31,503,532

12,852,678 14,368,600 12,863,740

31,284 325,000 28,700

0 0 0

28,995,350 31,648,600 30,022,640
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清掃業務

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。

評　価

目標(協定・仕様書・事業計画書）

区　分 目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

－

①事業計画書のとおり実施
した。
②新型コロナウイルス感染
症対策のため一部事業は中
止・縮小したが、三密を避
けて実施できる事業につい
ては実施した。

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。

市指定事業

自主事業

－

①自販機設置による飲料水の販売
②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

４　施設の維持管理

３　事業実施状況

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1回施設の休館
日に実施した。
年2回、日常清掃とは別に
高所の埃払い等を実施し
た。
定期的に敷地内を巡回しゴ
ミ拾いを行い環境美化に努
めている。

－

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
対策のため一部事業は中
止・縮小したが、その状況
下で対策を行いながら慎重
に実施したことは高く評価
できる。

保安警備業務

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。

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。

電気保安業務

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。

法令に基づき、運転中の電
気工作物の点検は年 6回
（隔月）実施するととも
に、運転を停止しての電気
工作物の点検は年1回実施
した。

実施状況 評　価

自動ドア点検
業務

自動ドアに係る事故等を未然に防
止するため、定期点検を最低年2回
実施する。

再委託により、年2回実施
し安全確保に努めた。

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。

再委託により、自動運転に
よる性能診断を毎月実施し
た。また、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。
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廃棄物処理業
務

防災業務

暖房機設備保
守点検業務

地下タンク漏
洩検査業務

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。

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。

施設から発生する廃棄物の
発生抑制に努めるととも
に、市の分別ルールに沿っ
て適切に分別を行い資源化
に努めた。

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。また、漏
洩検査は、年 1回実施し
た。

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。

消防法第14条に基づき、一定数量
以上の危険物を貯蔵する地下タン
クについて、危険物の流出や環境
汚染を起こさないよう維持管理に
努める。

防火対象物・
消防用設備等
点検業務

処理業者に処理を行わせる。

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。

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。

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。
また、煤煙測定を年1回実
施した。

指定管理業務説明書に基づ
いた事業計画書及び法令に
基づき再委託により実施し
た。

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。

センター及び駐車場周辺の
草刈りを職員により実施し
た。また、スノーポールを
設置し適正管理に努めた。

除雪業務

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。

再委託により実施した。ま
た、利用者に支障のないよ
う、正面玄関、非常口、避
難経路は職員により実施し
た。
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職員の指導・
育成

「いこーよ便り」（毎月発行）や
「フェイスブック」のほか、
「ホームページ」を開設して情報
発信すると共に自主事業の開催等
により、利用拡大に努める。

新型コロナウ
イルス感染症
の対応

－

要望や意見等の把握のために「ア
ンケート箱」を設置する。

「いこーよを変えるあなた
の声」（ご意見箱）を設置
し、定期的に開封・内容を
検討し、次のステップへの
参考としている。

個人情報の保
護

施設の維持管理に係る業務
については、指定管理業務
詳細説明書及び事業計画書
どおりに実施されており、
利用者が安心して快適に利
用できたことは評価でき
る。
積極的に利用者の意見を取
り入れ、対応を検討してい
る姿勢が見られ、今後も利
便性向上のための対応を
行ってほしい。

・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

利用拡大の取
組

職員体制

北広島市個人情報保護条例に基づ
き、個人の権利・利益を損なわな
いよう個人情報の取扱いを適正に
行う。

北広島市個人情報保護条例
等を遵守するべく、例えば
個人情報に絡む用紙の処分
はシュレッダーにより裁断
するなど、個人情報の取扱
いを職員に徹底した。

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、所轄部署とも連携し防
災教育を行う。

万一の場合に備え避難訓練
等を、併設している知新の
駅、児童センター、学童ク
ラブ、粗大ごみリユースと
協力して実施した。
また、万一の事故に備え職
員のＡＥＤ講習を義務付け
ている。

意見、苦情等
に対する対応

繁忙時は3名、閑散時は2名
体制とし、利用者に支障の
ない体制としている。

常勤職員　： 5名
非常勤職員：10名
　（内清掃職員3名）

管理運営委員会で懸案事項
や連絡事項を周知徹底し
た。ただし、開催できない
場合は回覧文書とした。
特に、利用者に対する接遇
には全職員に厳しく徹底し
た。

区　分

利 用 者 対 応
（公平性の確
保等）

・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
用を心がける。

「広葉交流センター：施設
利用の手引き」に基づき適
切に対応した。

５　施設の運営

目標(協定・仕様書・事業計画書） 実施状況

フェイスブックの開設や
「いこーよ便り」を毎月発
行したほか、新たにホーム
ページを開設し、利用拡大
をＰＲしている。
また、ＮＰＯ役員や会員に
よる「連携会議」を定期的
に開催し、イベント等の自
主事業を積極的に企画し、
集客に努めている。
利用者アンケートも行い企
画・運営に反映させてい
る。

毎月開催予定の全職員が参加の管
理運営委員会において、業務の運
営状況、接遇状況等を協議し、次
へ反映させる。

評　価
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１

２

3

４

区　分

収支の状況

自己評価

６　指定管理者の自己評価

●基本協定書に基づき、経理の適正な執行に努めた。
●利用者に支障のない範囲で節電や燃料費の節約等を行った。さらに、前年
度と比較すると新型コロナウイルス感染症の影響等で施設利用件数が減少し
たため、電気料や灯油代が若干減少した。

●外構関係では、草刈りを会員が行い経費節減となっている。
●玄関周りも含めた施設周辺のゴミ拾い、枯れ葉の清掃等は職員が行った。
●除雪については再委託したが、玄関周りや避難路等は職員が行った。
●清掃では開館日の毎日の清掃は担当職員が行い、年1回の6月のガラス清
掃、10月の床洗浄・ワックス掛けは再委託した。また、6月と12月には施設全
体の備品や日常では対応できない高所等の清掃を職員が実施した。
●消火器点検や屋上点検は毎月実施した。
●各室の点検は休館日を除いて毎日実施した。
●経年劣化により修繕が必要な個所が増えており、利用者に不便をかけない
よう早期の修繕を行った。
●新型コロナウイルス感染症対策として、利用者の使用した机、椅子、備品
等は全て除菌を行い、館内の衛生管理に努めた。
●些細な修理や部品交換は職員自らが行い経費節減に努めた。
(例)館内壁のクラック修理、機械室外側階段のモルタル修理、練習室のドア
クローザ修理
●再委託業務として、消防用設備点検、ガラス・床清掃、除雪、電気保安点
検、エレベータ点検、自動ドア点検、地下タンク漏洩検査、機械警備、暖房
機保守点検、煤煙測定を実施した。

●自主事業では、施設のPRや利用拡大を目的に菜園の造成を行い、ミニトマ
ト等を植え児童に配布した。
●最大のイベントである「いこーよ祭り」は新型コロナウイルス感染症対策
のため、当施設利用者限定の発表の場として、規模を縮小して実施したが、
体育館定員のほぼ満席の入場者があった。
●その他として、利用者や来館者に楽しんでもらうことや心を和んでもらう
ために、下記のイベント、サービスを行った。
　・お正月飾り～飾り付け
　・お雛さま～飾り付け
　・鯉のぼり、5月人形～掲揚と飾り付け
　・ハロウィン～飾り付けと子供達へのお菓子提供
　・クリスマスツリーの飾り付け（イルミネーション）とイベントの開催
　・菜園の造成～ミニトマト等の植え付け
　・花壇造成と花のプランター～約30基の設置
　・卓球～用具を取り揃えて利用者サービスの実施
　・麻雀セット～卓やマットを取り添えて利用者サービスの実施

施設の維持管理

事業実施状況

施設利用状況

●年間利用者数は、新型コロナウイルス感染症対策の影響もあり25,978名と
なり、昨年の28,577名より2,599名減少した。利用件数は2,726件で、昨年の
2,919件を193件下回った。
●自主事業のイベントも新型コロナウイルス感染症の影響で開催数は減少し
たが、エントランスホールの飾り付けを積極的に実施して集客に努めた。
●ホームページや「いこーよ便り」のPR効果もあり、体育館の日曜日・祝日
の個人利用者が大きく伸びた。
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５

６

施設の運営

●施設の利用については「広葉交流センター：施設利用の手引き」に基づき
適切に実施し、トラブルもなく運営された。
●職員体制については、日中や繁忙時には3名体制、閑散時には2名体制で利
用者に支障のない体制をとった。
●万一の場合に備え避難訓練等を、併設している知新の駅、児童センター、
学童クラブ、粗大ごみリユースと実施した（秋・冬：2回）。
●万一の場合に備え防犯講習会を、併設している知新の駅、児童センター、
学童クラブ、粗大ごみリユースと今年度初めて実施した。
●経年劣化による施設のトラブルも若干あるが、所管課と連携を取り対応し
た。
●利用者の万一の事故に備えAEDの講習を義務付けているが新型コロナウイル
ス感染症対策の関係で、講習会を受講できなかった。
●「いこーよを変えるあなたの声」（ご意見箱）を設置し、定期的に開封・
内容を検討し、改善できるものは改善し、次のステップへの参考にすると共
に情報を職員間で共有した。
●定期利用団体についても、アンケートを実施してサービス等の評価を集約
して改善策に結びつけた。
●職員の全体会議を適宜開催し、日ごろ気づいた事項などの意見交換を行
い、改善項目があれば対応した。
●懸案事項の職員回覧による周知徹底、業務日誌による伝達事項等の情報共
有化を徹底した。

下記のような項目を実践することにより、利用者の満足度向上や施設の利用
拡大を図った。そして、また「いこーよ」を利用したい。行くと“心が和
む”と言われる対応を積極的に行った。
●元気な挨拶と真心こめた窓口対応に努めた。
●明るい笑顔での接遇に努めた。
●スピーディな窓口処理（受付のパソコン処理も含めて）と丁寧な説明を心
がけた。
●本来的な指定管理者業務以外に、各種の利用者サービス（エントランス
ホールの雛飾り、5月人形の飾り付け、クリスマスツリー等の飾り付け）を積
極的に行った。
●ガーデニングやプランターによる飾り付けを行い、来館者に楽しんでも
らった。
●職員会議はもとより、総会・理事会等の積極的意見の集約と事業への反映
を行った。
●施設内の知新の駅、児童センター、学童クラブ、粗大ごみリユースと「施
設内連携会議」を初めて開催し連携を図った。
●利用者アンケートの実施、その内容の精査、事業への反映に取り組んだ。
●利用者に対する“思いやり”“おもてなし”“挨拶”等の接遇は、市内の
同様な施設のトップレベルを目指して全職員が切磋琢磨した。

利用者満足度向上に
向けた取り組み
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７　総合評価

【利用状況について】
利用状況は前年度に比べ2,599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ったこと及び前年度に引き続き利用団体の
活動自粛傾向があったためと考えられる。

一方で利用者拡大に向けた情報発信や、自主事業における施設のＰＲ等、取り組んでいることは大いに
評価できる。
　今後も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】
草刈り作業などを職員で実施し、支出の削減を図っている。無駄を省き経費節減に努力したことによ

り、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。

【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は、施設利用者に無くてはならない事業と

なっており、その取組と健全な運営は評価できる。
また、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一部事業は中止・縮小したが、

その状況下で、感染対策を行いながら工夫して慎重に実施した事業があったことは高く評価できる。

【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

するほか、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、ご意見箱などを通して積極的に利用者の意見を取り入れ、改善に向けた対応を検討しながら適切
な運営を行っ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】
エントランスホール等では季節毎の装飾やプランターで花を配置するなど、利用者がより親しみを感じ

られる環境整備に力を入れており、指定管理者ならではの視点で満足度向上に資する活動をしていること
は大いに評価できる。また、利用者アンケートを実施し、利用者の意見要望を取り入れる姿勢も見受けら
れることは評価できる。

また、SNSやホームページを活用し積極的に施設の魅力発信を行っており、今後も更なる満足度向上に期
待したい。

【総評】
事故や苦情も特になく、指定管理者ならではの視点と努力により施設の魅力向上に努めるとともに、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。
新型コロナウィ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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