
様式3-1

Ⅰ　基本情報Ⅰ　基本情報Ⅰ　基本情報Ⅰ　基本情報

指定期間 平成26年4月1日～平成30年3月31日

募集方法

公募

非公募の場合、その理由：

指定単位

施設数：1施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

業務の範囲

指定管理者評価シート指定管理者評価シート指定管理者評価シート指定管理者評価シート

事業名 札幌市資料館運営管理業務 所管課（電話番号） 市）文化部文化振興課（211-2261）

１　施設の概要

２　指定管理者

名称 ＮＴＴ北海道グループ共同事業体（構成団体：㈱ＮＴＴファシリティーズ北海道、テルウェル東日本㈱北海道支店）

目的

歴史的価値のある文化財施設を活用した美術作品等の展示等及び学習活動の場を提供すること

により、文化芸術及び観光の振興を図る。

事業概要 本市の歴史・文化等に関する展示、法及び司法に関する学習機会の提供、施設を使用に供することなど

主要施設 ミニギャラリー、研修室、まちの歴史展示室、おおば比呂司記念室、SIAFラウンジ・プロジェクトルームなど

名称 札幌市資料館 所在地 中央区大通西13丁目

開設時期 昭和48年9月（平成18年8月改修） 延床面積 1637.85㎡

施設維持管理業務、貸館業務（利用料金制度）、展示室公開、文化芸術に関する事業等

３　評価単位

施設数：1施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：
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Ⅱ　平成２９年度管理業務等の検証Ⅱ　平成２９年度管理業務等の検証Ⅱ　平成２９年度管理業務等の検証Ⅱ　平成２９年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・多くの市民が気軽に

利用できる施設運営に

努めるとともに、関連

規則に基づき利用者へ

の公平性を保ちなが

ら、受付業務を行うこ

とができた。

・お客様の声を把握し

て迅速に対応するとと

もに、利用方法等の広

報活動を積極的に実施

してサービス向上に努

めた。

所管局の評価

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理

業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定

１　札幌市資料館設置目的のもと、策定した基本方針に

　　沿って管理運営を行った。

・資料館における学習

体験など、学習実践施

設としての活用勧奨並

びに見学時における学

習相談を積極的に実施

した。

（１）札幌文化団体協議会加盟団体等との共催事業に

     より、文化・芸術に関する各種講座やイベント

     を実施し、市民や各団体の文化・芸術活動を

     積極的に支援した。

・従前の広報活動はも

とより、パンフレット

の配布を積極的に行

い、来館促進を図っ

た。

・法・司法関係事業に

ついては、法曹三者と

の連携・協力体制を引

続き維持・強化して事

業の円滑な推進を図っ

た。

（２）多くの市民の方々に文化・芸術活動の発表の場

　　　として活用して頂けるよう館の利用案内、イベ

　　　ント等の企画に伴う広報活動を強化し、多くの

　　　お客様に文化芸術に親しんで頂けるよう努め

　　　た。

（３）法曹界との連携体制を強化し、法及び司法の学

　　　習機会を提供するとともに、札幌市の歴史及び

　　　文化等に関する情報の収集・提供にも力を入れ

　　　、多様な学習の機会を提供した。

・施設設備の老朽化対

策及び安全・安心提供

のための施設整備等、

市への提案及び指導に

基づき修繕を実施し、

施設設備を維持した。

・省エネランプ、LED

の継続使用、未使用時

の消灯については、お

客様のご理解ご協力を

いただき、また、蛍光

灯の間引き可能部分の

実施等、細かな省エネ

対策の実施を行った。

（４）お客様の声を把握して迅速に対応するとともに

　　　、利用方法等の広報活動を積極的に実施して利

　　  用者サービス向上に努めた。

（５）建物総合診断に基づく対策を継続的に実施し、

　　　安全・安心な施設維持に努め、省エネ、省資

　　　源活動を積極的に実施するとともに、きめ細

　　　かな支出管理を行い経費の節減を図った。

２　事業実績

項　目 実施状況

指定管理者

の自己評価

所管局ならびに各

種関係団体等と円

滑に連絡を取り合い

ながら、要求水準を

満たす管理運営が

実施されていた。

ホームページのウェ

ブアクセシビリティに

関する取組を行った

ことは評価できる。

区　分 目　標 実　績

・休館日に従業員の配

置を継続し、事務室で

の予約受付の実施、展

示物の搬入出の実施等

利用者への利便性を図

り、ホームページ上に

予約状況を逐次掲載す

ると共にリピータ等へ

ＤＭでの利用案内や、

きめ細やかな予約管理

を行い利用率向上に努

めた。

入館者目標数 １４万人以上 163,024人

ギャラリー利用率 95％以上 92.5%

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

１　平等利用確保の方針

　札幌市資料館の管理運営に当たり、総括責任者をは

　じめとして従業員一同は法令・条例等を遵守し、不

　当な差別的取扱いを排して、平等利用の確保に努め

　た。

（１）貸室の一斉受付時における抽選方法の公平・平

　　　等な取扱いに配意した。

研修室利用率 55％以上 51.5%

お客様満足度 80％以上 90.3%
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（２）貸室利用時における利用の制限、使用料減免等

　　　について、公平・平等な取扱いを行った。

（２）環境マネジメントシステムを通じた環境配慮へ

　　　の取組みについて、年度末札幌市に報告した。

・環境に配意した施設

の維持管理基本方針に

添って社員一丸となり

各種省エネ施策を実践

し、目標値を達成し

た。

・ポロクル活動に賛同

して、資料館にステー

ションを設置し、二酸

化炭素削減に努めた。

（３）業務に関わる社員・スタッフに対し、環境マネ

　　　ジメントに関する研修を行った。

（４）電気、水道、重油の使用に当たっては、ＣＯ2

　　　削減に向けた取組みとしてエコランプの導入

　　　を継続し、点灯時間の厳守及び照明不要時の

　　　消灯、減灯並びに冬期間における室温設定温

　　　度の管理徹底など節減に努めた。

（５）クールビズ、ウォームビズを実施した。

（６）自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負

　　　荷の少ない車両を使用し、アイドリングストッ

　　　プの実施など環境に配慮した運転に心がけた。

（３）「施設運営マニュアル」の研修による業務の統

　　　一的な取扱いの徹底並びに統括責任者によるチ

　　　ェック、更には従業員間の情報の共有化に努め

　　　た。

（４）特定の個人、団体を優遇又は排除することな

　　　く、かつ障がい者・高齢者にも配意した公平

　　　な運営を行った。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

１　環境に配意した施設の維持管理

・ISO14001取得企業と

して継続的な環境保護

活動に積極的に取組

み、特に照明点灯時間

の徹底、省エネラン

プ・LEDの継続使用、

暖房温度の省エネル

ギー施策、裏紙使用を

引続き徹底し、環境配

慮と共にコスト削減に

も努めた。

　ＩＳＯ取得企業として環境保全活動に対する意識の

向上を図り、ミニギャラリー室や研修室のイベント主

催者並びに来館者に協力をいただきながら、省資源、

省エネルギーの実践に努めた。

（１）エネルギーの使用の合理化に関する法律を遵守

　　　し、エネルギー使用の適切な管理に努めると共

　　　に、毎年規定の報告書類を札幌市に報告した。

      （月次報告にて定期報告）

・施設運営マニュアル

研修及び、ｅラーニン

グによる研修等を取り

入れ従業員研修のスキ

ル向上を図った。

・人権に関する研修等

を行い差別のない運営

を図った。

・札幌市における障害

者差別解消法への対応

について研修を行い公

平なサービスを提供す

ることができた。

（５）ホームページのウェブアクセシビリティに関

　　　する基本方針の作成及び、取組と評価表を公

　　　開し、高齢者や障害者を含めて、誰もがホー

　　　ムページ等で提供される情報や機能を支障な

　　　く利用できるように配慮した。

（７）管理業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入

　　　ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品

　　　を使用することとした。

・研修計画に添って環

境マネジメントに関す

る研修を実施し、社員

の意識向上につながる

取り組みを、着実に遂

行した。

（８）ごみ減量及びリサイクルに努めた。

（９）清掃に使用する洗剤等は、アルカリイオン水を

　　　使用するなど環境に配慮したものを使用し極力

　　　水使用量の節約に努めた。

（10）毎年作成（更新）する中期保全計画や光熱水費

　　　の分析、維持管理結果等に基づき、施設に関し

　　　ての提案時には、環境に配慮した設備及び改修

　　　方法を提案した。
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・ワークライフバラン

スを図りつつ、利用者

のニーズにも応えるよ

う引き続き体制を確保

した。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従

事者の確保・配置、人材育成）

１　業務毎の要件、雇用形態、担当業務等について

（１）　資料館の管理業務を行う責任者を１名配置し

　　　　た。

・組織全体で、運営マ

ニュアルに基づく業務

の役割分担を再確認

し、円滑な運営に努め

た。

利用者への対応も、よ

りスムーズに対応でき

るよう連絡事項、引継

ぎ、情報共有等を行い

サービス向上に努め

た。

（２）　有料施設の貸出及び施設の案内など日常的な

　　　　業務を行う社員を４名配置した。

（３）　管理業務に支障のないよう上記（１）及び

　　　　（２）のスタッフを補助する従業員及び館内

　　　　外の管理業務要員を配置するとともに、文化

　　　　・芸術、法及び司法に関する学習機会の提供

　　　　業務などを行うスタッフを必要に応じ配置し

　　　　た。

　　　　※配置に当たっては、事務室又は警備員

　　　　　室に従業員1名を常駐させる体制とした。

（11）ペットボトルのキャップ回収活動（エコキャッ

　　　プ推進運動へ参加）を積極的に行った。

　　　※平成２９年度実績、資料館においては６０

　　　　㎏＝ポリオワクチン３０本分を回収した。

３　人材育成・研修計画

・資料館運営を的確に

遂行するために従業員

研修を実施し、事務処

理の統一化や情報の共

有化を図ると共に、緊

急時の対応が円滑にで

きるよう安全対策に関

する研修も行った。

（１）資料館管理運営の円滑な推進を図るため、従業

　　　員一人ひとりが業務に精通し業務が確実に実施

　　　出来るとともに、利用者にご満足いただけるサ

　　　ービスを提供するため各種研修を実施した。

（２）お客様ニーズの視点から行動し、個々の経験と

　　　知識を活かし、幅広い業務をこなし施設利用者

　　　に親しまれ、喜ばれる人材を育成するため各種

　　　研修を計画した。

（４）　管理業務に従事する社員の配置体制及び非

　　　　常時の連絡体制については、「施設運営マ

　　　　ニュアル」（資料館危機管理マニュアル）に

　　　　定め、札幌市へ提出した。

（５）　ボランティアスタッフについては、展示内容

　　　　の変更等もある中、募集活動を行い１名の増

　　　　員を図り、年度末時点で３１名のスタッフ人

　　　　員となった。

２　勤務形態・勤務条件

（１）勤務形態についてはローテーションを組み、利

　　　用サービス等に支障のないよう円滑な運営を行

　　　った。

（２）イベント等のスケジュールに配慮し、運営管理

　　　業務がスムーズにできるローテーションを組み

　　　、勤務割表を作成した。

（３）共同事業体の就業規則に準じた勤務条件とし、

　　　週の数日は、社員全員が出勤して定期的な打合

　　　せを行える勤務割とすることで情報共有が行い

　　　やすい体制とした。

　　　また、休館日の従業員配置を継続し、利用者へ

　　　のサービス向上を図った。
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（３）全社員を対象に研修等を実施した。

（５）ＡＥＤ操作訓練及び防犯研修を年２回（６月、

　　　１１月）実施した。

・ＡＥＤ研修について

は、緊急時に備え的確

に操作できるよう実施

した。

・お客様情報の漏えい

に結び付く情報管理の

重要性について学習し

ＣＳＲ活動を実施し

た。

（６）情報漏えい等の危機管理に備え、eラーニング

　　　等による研修（８月）を実施した。

（７）明るい職場環境の構築に向け、ｅラーニング等

　　　によるメンタルヘルス研修（１１月）を実施し

　　　た。

（８）業務能力向上に向け、担当者が希望する社内外

　　　の講習会に参加。

　　　「札幌防火管理者協会救命講習会」10月27日

・社外研修に参加し

て、より幅広い知識の

習得に努めた。

・一人一人が資料館ボ

ランティアとしてのス

キルアップを図れるよ

う支援しサービス向上

に努めた。

（９）ボランティア及び全社員等を対象に、入館者に

　　　対する説明・案内等のスキルアップ研修を年２

　　　回（５月、７月）実施した。

４　研修計画

（１）マニュアルによる実務研修（４月実施）、緊急

　　　時対応研修（４月、１１月）並びに環境マネジ

　　　メント研修（６月）を実施した。

（２）年度初めに、利用料金の算出方法、設置条例の

　　　研修を実施し、施行規則等の関連法規、平等性

　　　の確保・個人情報保護等施設運営及びトラブル

　　　対応等の基本事項の確認を行う研修（４月）を

　　　実施した。

（３）接遇マナー研修を年２回（６月、１１月）実施

　　　した。

（４）コンプライアンスの重要性についてｅラーニン

　　　グ等による研修を年１回（２月）実施した。

・研修内容を検討し、

従業員全員が研修を受

講できるよう日程調整

を行い、実施した結

果、管理運営に反映で

きる成果を得ることが

できた。

・従業員の防災知識の

レベルアップを図るた

め、札幌市の防災訓練

施設で研修を行い意識

向上に努めた。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組
・利用申込書の個人情

報については、紙ベー

スのものは、施錠でき

るキャビネットへ収納

して管理を徹底した。

・電子データについて

は、各従業員パソコン

の管理を強化（スク

リーンセーバー時での

注意喚起と立上げ時の

パスワードによる操

作、メールの暗号化、

添付ファイルのパス

ワード化）し、セキュ

リテイの保持を図っ

た。

・情報漏洩の防止に向

け、個人情報保護に関

する研修会を実施し、

従業員の環境問題、個

人情報保護問題等企業

としての社会的責任に

ついて意識向上を図っ

た。

１　業務計画の達成及びお客様サービスの向上に向け

　　たＰＤＣＡサイクルの環を廻し、従業員を中心に

　　関係者が一丸となり、管理水準の好循環を図っ

    た。

２　具体的な取組み

（１）日常業務の情報共有化を図るため、館内打合せ

　　　会を随時行った。

（２）札幌市、共同事業体、一般市民利用者代表者、

　　　ボランティア代表者等が参加する「札幌市資料

　　　館運営協議会」を開催したほか、サービス向上

　　　委員会を開催するなど、業務の見直し・改善並

　　　びに事故防止策等について検討を行い、ご意見

　　　等を業務運営に反映させる取り組みを行った。
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▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確

保、受託者への適切監督、履行確認）

１　第三者委託に当たっては、仕様書に基づく実施を

　　基本に指示命令系統を明らかにするなど、責任者

　　を明確にして実施した。

・第三者委託業務につ

いては、適正な管理監

督を行い、業務完了時

には完了報告書を受け

業務内容について監修

した。確認後随時報告

書を提出し委託業務の

適正な管理等を行っ

た。

２　第三者委託に当たっては、札幌市内に本社を構え

　　る企業を最優先に委託を行うとともに、競争原理

　　を働かせ、適正価格での契約に努めコスト削減

　　を図った。

３　受付・管理業務、特別清掃業務、庭園管理業務、

　　警備業務、廃棄物処理収集業務、除排雪業務、ボ

　　イラー保守管理業務、消防用設備保守点検業務、

　　自家用電気工作物保安管理業務等について第三者

　　に対し委託を行った。

（１）　受付業務、ギャラリー室等運営管理業務に関

　　　　する一部のこと。

（２）　特別清掃業務に関すること。

（３）　庭園管理業務に関すること。

（４）　警備業務に関すること。

（５）　塵芥処理業務、廃棄物処理収集業務に関する

　　　　こと。

（６）　除排雪業務に関すること。

（７）　ボイラー保守業務に関すること。

（８）　消防用設備保守点検業務に関すること。

（９）　自家用電気工作物保安管理業務に関するこ

　　　　と。

（10）　階段・昇降機保守点検業務に関すること。

（11）　ホームページの更改・更新に関すること。

た。

（３）環境問題、個人情報保護問題等企業としての社

　　　会的責任についてますます重要性が増してきて

　　　いる中、ＩＳＯ及びＩＳＭＳ、プライマシーマ

　　　ークの認証取得企業として、そのマネジメント

　　　システムの運用を資料館運営に反映させる取り

　　　組みを行った。

（４）現在、共同事業体各社が指定管理者の指定を

　　　受けている各施設のサービス内容、各種施策

　　　、社員・スタッフ教育、広報活動等の運営状

　　　況について、情報交換を行うことで、施設運

　　　営並びにサービスレベル向上を図った。

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等

の開催）

１　札幌市資料館の管理運営に当たって各階層から広

　　く意見を聴取し管理運営に反映させるとともに、

　　市民サービスの向上を図るため、札幌市、共同事

　　業体、一般市民利用者代表者、ボランティア代表

　　者、地元自治会、外部有職者が参加する「札幌市

　　資料館運営協議会」を開催した。
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開催回 協議・報告内容

・事業への検証や助言

をいただき、今後の資

料館の運営に活きる協

議を実施した。また、

ご意見・要望等に対す

る施策、検討結果につ

いても報告した。

・外部から委員やアド

バイザーを招くことに

より利用者や地域住民

の声を把握することに

より、管理運営上の課

題や改善につなげるこ

とができた。

第１回

５月開催

・業務の報告、問題点や改善に関すること。

・協議会において、協議を要するとしている

　こと。

・市民サービスや管理水準に関すること。

第２回

１０月開催

・業務の報告、問題点や改善に関すること。

・協議会において、協議を要するとしている

　こと。

・市民サービスや管理水準に関すること。

＜協議会メンバー＞

（４）事故、不祥事を防ぐため、毎月の自治点検及び

　　　業務監査を実施した。

・不正防止のため、確

実に自治点検及び業務

監査を実施した。

２　現金等の適正な取扱い

（１）利用料金収入等現金の取扱いについては、「社

　　　内経理規定」により運用した。

（２）現金等の取扱いに関する事故・不祥事について

　　　は社内経理規定に基づくほか、当該事実につい

　　　て即時に札幌市に報告することとした。

　　　（平成２９年度は事故・不祥事はありませんで

　　　した。）

・現金等の取扱いに関

する事故・不祥事が発

生することなく、適正

な取扱い・処理を実施

した。

・札幌市代表１名

・利用者代表２名

・ボランティア代表１名

・地元自治会１名

・外部有識者１名

・共同事業体４名

２　札幌市資料館サービス向上委員会の開催

　　次のとおり実施しました。

　　第１回サービス向上委員会　　１０月２５日開催

　　第２回サービス向上委員会　　　３月２２日開催

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

１　資金管理

・協定書に基づき財務

管理の徹底を図った。

（１）指定管理業務については共同事業体の本体業務

　　　と切り離し、区分を明確にした。

（２）指定管理業務にかかる収入、支出については独

　　　立した口座により管理し、運用については社内

　　　経理規定に基づき運用した。

（３）自主事業に関する口座、収入・支出については

　　　、更に区分経理を行った。
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４　法令違反により訴訟へ発展する事象、法令違反

　　ではないが損害賠償に発展する事象及び死亡者

　　が発生した人身事故に関わる場合は、館長、副

　　館長等自らが初期対応を迅速･的確に実施するこ

　　ととした。（平成２９年度は事象等はありませ

　　んでした。）

５　施設の管理に関して、利用者その他の市民から

　　の要望・苦情等は迅速かつ適切に対応し、随時

    札幌市及び関係部門へ「危機管理マニュアル」

　　に基づき報告した。また、札幌市に出された要

　　望・苦情等の対応上必要と認めるものについて

　　は、現地調査結果の報告等、必要な指示に従

　　った。

６　緊急時における関係者への連絡については「札

　　幌市資料館緊急連絡体制図」のとおり行った。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ

ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己

評価の実施）

１　記録管理業務の実施に当たり、仕様書で求められ

　　る記録・帳簿等を整備し、５年間保管のこととし

　　た。なお、保管する帳簿等は次のとおり。

・記録、帳簿等書類別

に適切な保管を行っ

た。

（１）事業日誌

（２）管理業務に関する諸規定

（３）文書管理簿

（４）各年度の事業計画書及び事業報告書

（５）収支予算及び収支決算に関する書類

（６）金銭の出納に関する帳簿

（７）物品の受払に関する帳簿

（８）その他資料館運営に資する書類等

▽　要望・苦情対応

１　トラブル等が発生した場合は、お客様に対し、速

　　やかにその原因・対策について説明し、ご理解い

　　ただくとともに、決して内部処理をせず、速やか

　　に札幌市に報告・相談し、具体的な指示を仰ぐこ

　　ととした。　また、札幌市に出された要望・苦情

　　等の対応上必要と認めるものについては、現地調

　　査結果の報告等、必要な指示に従った。

・意見、要望に対して

できることはすぐに対

応することで、利用者

の立場になったサービ

スの提供を図ることが

できた。

２　クレーム･事故の発生を現認した場合は、別に定

　　める緊急連絡体制図に基づき、札幌市及び共同

　　事業体へ連絡したうえ、館長（総括責任者）等

　　の指示のもと、必要な措置を講じることとした。

　　又、長期間にわたる場合は経過報告を実施し、

　　原因判明及び対応措置が完了次第、最終報告を

　　実施することとした。

・お客様からの要望・

苦情及び対応について

文書等で速やかに周知

し、今後のサービス向

上に努めた。

３　資料館に関わる案件は、札幌市、共同事業体窓

　　口担当者と連携して迅速に措置した。なお、措

　　置に当たって社員は、その事象の内容を勘案し

　　て自らが責任をもち実施することとした。また

　　部下に実施させる場合は的確な指示を与え、お

　　客様に不信感を与えないよう努めた。

・研修の成果もあり、

常に利用者に納得いた

だける迅速な対応を行

うことができた。
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３　事業の報告について仕様書で定められた報告書類

　及び札幌市から求められる報告書類については、定

　められた期日までに速やかに報告した。

（１）毎年度終了後に提出する報告書類

・協定書に基づき期日

までに提出した。

ア　当該年度の管理業務の実施状況報告書

　　平成30年　5月31日　提出

イ　当該年度の管理にかかる収支決算書

　　平成30年　5月31日　提出

ウ　当該年度の団体の経営状況を説明する書類

　　平成30年　6月30日　提出

エ　資料館利用に係る各種統計書類

　　平成30年　5月31日　提出

（２）毎月終了後に提出する報告書類

平成29年　4月分実施報告書　→　平成29年　5月 10日　提出

２　セルフモニタリングについて、利用者や地域住民

　の声について自ら監視・測定を行った。

　　利用者満足度の測定等

　　（年２回　９月、３月）

・お客様等の声（情

報）については、利用

者様等のアンケート、

ボランティアからの情

報収集（応接時、日報

等）及び日常業務実施

時の利用者様からの意

見等、幅広く情報収集

を行い事業運営に反映

した。

・今後ともお客様情報

の収集を積極的に行

い、迅速な改善措置の

実施並びに従業員教育

に反映させ、サービス

の維持向上に努めて行

くこととする。

ア　利用者アンケート調査を通年行うとともに

　　、アンケート結果については年２回集計を

　　行い、施設利用に係る満足度等を測定する

　　とともに、意見要望等を事業運営に反映し

　　た。

イ　調査結果については、集計・整理後速やか

　　に運営協議会に報告するとともに、資料館

　　利用者にも掲示により周知した。なお、調

　　査に当たっては、個人情報保護条例を遵守

　　した。

ウ　苦情等の整理、分析については、施設利用

　　者、地域住民、その他の方からの苦情や要

　　望はその内容に従い分類し、件数及びの傾

　　向等を分析を行った。分析結果については

　　「札幌市資料館運営協議会」に報告した上

　　で、改善施策を含め館内に掲示した。

エ　各業務の要求水準に記載された項目につい

　　て、セルフモニタリングを行い実施の確認

　　を行った。

平成29年 11月分実施報告書　→　平成29年 12月  8日　提出

平成29年 12月分実施報告書　→　平成30年　1月 10日　提出

平成30年　1月分実施報告書　→　平成30年　2月  9日　提出

平成29年　5月分実施報告書　→　平成29年　6月  9日　提出

平成29292929年　6月分実施報告書　→　平成29年　7月  7日　提出

平成29年　7月分実施報告書　→　平成29年　8月  8日　提出

平成29年　8月分実施報告書　→　平成29年　9月  8日　提出

平成29年　9月分実施報告書　→　平成29年 10月 10日　提出

平成29年 10月分実施報告書　→　平成29年 11月 10日　提出
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

労働関係法令を遵

守し、従業員の長時

間労働抑制や休暇

取得促進等の配慮

を行い、ワーク・ライ

フ・バランスの確保

に努めており、要求

水準を満たす管理

運営が実施されて

いた。

・コミュニケーション

を充実させ、明るく楽

しく働きがいがある職

場環境づくりを意識し

た対応を行い、社員一

人一人のモチベーショ

ン向上を図った。

関係労働法令、指定管

理者業務会社の社内規

定等に基づき適正に対

応した。

平成30年　2月分実施報告書　→　平成30年　3月  9日　提出

平成30年　3月分実施報告書　→　平成30年　3月 31日　提出

（１）関係法令遵守のもと公平・公正で透明性のある

　　　管理を行うにあたり、法令を順守し資料館管理

　　　運営に取り組んだ。

（２）労働基準法、労働協約等の法令に従い、「スキ

　　　ルドパートナーⅠ就業規則」、「スキルドパー

　　　トナーⅡ就業規則」「シニアスタッフ就業規則

　　　」、「契約社員就業規則」、「健康管理規程」

　　　、「安全管理規程」等を定めるとともに、時間

　　　外労働・休日労働に関する協定を結び、労働基

　　　準監督署へ届出を実施した。

（３）社員の職場環境向上のため、共同事業体各社内

　　　で安全衛生委員会を設けその確保に努めた。

（４）館長（統括管理責任者）含め、全員が定時退館

　　　を目標に日々の業務を実施し、館長（統括管理

　　　責任者）は、長時間労働の抑制や計画的な年

　　　休取得の推進を行うことで、ワーク・ライフ・

　　　バランスに配慮し、社員一人一人の本業務への

　　　モチベーション向上を図った。

（５）北海道において事業を営む全産業の使用者及び

　　　その者に使用される労働者に適用されされる地

　　　域別最低賃金810円（平成29年10月1日発効）以

　　　上の給与を収支計画書「人件費」に基づき支給

　　　した。

（６）社員に対し、時間外労働・休日労働及び深夜労

　　　働をさせた場合、それぞれ法定割合以上の割

　　　増賃金を会社規定及び雇用契約書に基づき支

　　　払った。

　ｱ.　社員は雇用契約書に順じて、1日7.5時間、1週

　　　平均37.5時間以内を順守した。

　ｲ.　社員に、時間外労働又は休日労働させる場合

　　　は、書面による労使協定（36協定）を労働組合

　　　と締結し、労働基準監督署に届け出た。

　ｳ. 社員を労災保険に、条件を満たす労働者を雇用

　　 保険に加入させた。

　ｴ. 社員の年金保険、医療保険に適切に加入した。

　　 また、必要に応じて適切に届け出等を行った。

　ｵ. 新規雇い入れは無かったため、雇入れ時の健康

　　 診断は実施しなかった。

　ｶ. 1年に1回定期健康診断を実施した。

　　ｳ～ｶ項目は会社規定及び雇用契約書に準じ実施

（２）労働関係

法令遵守、雇

用環境維持

向上

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上
・労働関係法令遵守、

雇用環境維持向上にお

いては、関係法令及び

会社規定に順じて行

い、職場環境及び社員

の意欲の向上を図るこ

とができた。

・繁忙期と閑散期があ

るが、業務の効率化や

人員体制のシフト等を

行うなど、環境を整え

るよう配慮している。

１ 労働関係法令の遵守、雇用環境の維持向上について
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・従業員規則に基づき

雇用環境維持に努め、

従業員の雇用環境向上

を図ることができた。

・社員とのコミュニ

ケーションにより、一

人一人の職場で働きや

すい環境づくりを維持

することができた。

（１）社員からのヒアリングや自己申告制度によ

　　　り、勤務時間などついて配慮する体制が整

　　　っている。

（２）仕事をするうえでの悩みやメンタルヘルスに

　　　ついて相談できる体制が整っている。

（３）（男女雇用機会均等法）機会均等推進責任者

　　　を選任している。

　　　（北海道労働局に届出している。）

５　長時間労働の抑制

（１）業務簡素化や要員配置などをの見直しを行い

　　　、業務処理体制を行った。

２　従業員への配慮

（１）制度を利用しやすい職場環境づくりのため、

　　　管理監督者に対する意識啓発を行った。

（２）社員に休暇や保障などの制度に関する情報

　　　を積極的に提供を行った。

（３）社員が働き方や制度に関する相談ができる

　　　サポート体制を整えた。

（１）時間単位での有給休暇の取得ができる体制と

　　　した。

３　制度を利用しやすい職場環境の整備

　ｷ. 労働基準監督署からの行政指導は受けなかっ

　　 た。

　ｸ. 社員のワーク・ライフ・バランスの推進にかか

　　 る取組を、適正に実施した。

　ｹ. 管理経費の縮減に意欲をもって取り組めるよう

　 　な事業計画の浸透と目標の共有化を図るととも

　　 に、研修等により働きやすい労働環境を整え

　　 た。

　ｺ. 第三者委託の人的配置業務について、受託者

　　に当該従事者の労働環境に関わる情報提供を

　　求めた。

・時間外労働自粛日を

設定し労働時間の適正

化、年休の取得促進等

を行い社員が健康で働

きがいある労働環境を

維持できるよう配慮し

た。（２）超勤自粛日を設定し、労働時間の適正化を図

　　　った。

６　休暇の取得促進

（１）夏休み、年末年始等、連続休暇の取得の促進

　　　を実施した。

（２）未取得の年次有給休暇を積み立てることがで

　　　きる。

４　男女ともに働きやすい職場づくり
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

キ　拾得物の取扱いは適正に行った。

・「施設運営マニュア

ル」に基づき、着実に

遂行した。

・施設設備の維持保全

については、建物診断

等に基づく優先度・緊

急度を考慮し修繕を実

施した。

・館内点検、防災訓練

などを実施し、利用者

等の安全確保の維持に

努めた。

（１）日常業務の中で業務の見直しを図り業務効率化

　　を実施した。

（２）社員の不在の間のバックアップ、業務の引継

　　　ぎ体制を図った。

・社員が安心して休暇

等取得できるよう、

バックアップ体制を強

化し、業務がスムーズ

に運ぶよう、業務体制

を整えた。

（３）休暇取得者の業務をカバーできるよう、社員

　　　の多能化、情報の共有化を図った。

（3）施設・設

備等の維持

管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上

への配慮、連絡体制確保、保険加入）

ク　災害・緊急の事態には運営マニュアルに基

　　づき適切に対応した。

・昇降機の周知を行っ

た結果、適切な介助に

対して、利用者からご

満足をいただきサービ

ス向上が図られた。

・火災発生の想定で訓

練を行い、危機に対す

る意識向上につながっ

た。

７　業務体制の見直し

１　総括事項

（１）各業務の実施にあたっては、利用者等の安全確

　　　保を第一に優先するとともに、市民サービスの

　　　向上に配意した。

ア　建物総合診断に基づき補修等を実施し、施

　　設の安全維持とコスト削減に努めた。

イ　業務実施にあたっては、利用者、歩行者、

　　近隣住民、社員、及び業務従事者の安全を

　　確保した。

ウ　業務実施に当っては、利用者の施設利用の

　　支障にならないよう、利用者に対して案内

　　した。

エ　業務実施に当たっては、法令等に基づき有

　　資格者による作業を実施した。

オ　休館日の従業員配置を継続し、事務室での

　　予約受付の実施、展示物の搬出入の実施、

　　利用料金の銀行振り込み実施など、柔軟な

　　対応を行い利用者への利便を図った。

　　また、ホームページ上に予約状況を逐次掲

　　載し、空室状況及び展示内容等について年

　　間分が即確認できる掲載方法を行い、利用

　　者並びに来館者へのサービス向上を図っ

　　た。

カ　昇降機の利用者に対しては、適切な介助を

　　行った。

指定管理者の企業

能力を生かした建物

点検の実施や防災

訓練、AED操作研修

等、非常時における

スタッフの対応力向

上に資する取り組み

等を実施し、適切な

管理運営が行われ

た。

　また、施設の老朽

化を踏まえ、中期の

設備等提案のた

め、建物の劣化状

況等を把握・提案し

た点は評価できる。

　さらに、更新時期

を迎えているボイ

ラー設備配管から

の漏水（Ｈ29.4.25）

発生したが、展示作

品等への被害を及

ぼさせずに早急な

対応を行ったことは

特に評価できる。
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・施設の老朽化が進む

中、お客様にご不便を

掛けないよう修繕を実

施した。

・内閣府男女共同参画

事業に応じて、当初計

画に無かったパープル

ライトアップに協賛し

た。また、ホワイトイ

ルミネーション及び雪

まつり期間中ライト

アップを延長し地域と

一体となった取組みを

行いサービス向上に努

めた。

・札幌市所有の備品台

帳を整理し備品の有

無、劣化検査を実施し

た。

（２）「危機管理マニュアル」に基づき、時間帯毎

　　　（昼間帯、夜間帯）の連絡体制を確実に実行

　　　するとともに、緊急連絡系統図の現行化をは

　　　かり、常に万全な連絡体制の確保を図った。

・緊急時には、危機管

理マニュアルに基づき

適切に対処できるよう

研修、体制を整え、利

用者への対応を万全と

した。

（４）修繕については、建物診断結果に基づき２０

　　　万円未満の修繕については速やかに措置し、

　　　損傷を最小限に抑えた。なお、修繕実施にあ

　　　たっては緊急を要する場合を除き札幌市の事

　　　前承認を受けるとともに、緊急の場合は実施

　　　後２日以内に報告の事とした。

（５）備品の管理にあたっては、札幌市の指導のも

　　　と備品管理台帳に基づき定期的にその有無確

　　　認と、不具合確認を実施するとともに、市民

　　　の利用前にも再度機能・汚れ等を点検し、利

　　　用ニーズに応えられるよう管理を行った。

（６）敷地内車道の駐車は施設利用者の搬入出時の

　　　一時的な措置とし、それ以外は原則駐車禁止

　　　とした（ただし、障がい者用車両、タクシー、

　　　ハイヤー、運搬用車両は除く）。

（３）損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

ア　対　　象 ： 資料館内における維持管理

　　　　　　　　期間中の法律上の賠償責任

イ　対人補償 ： 1事故につき3億円

ウ　対物補償 ： 1事故につき１千万円

エ　期　　間 ： 指定管理者の指定期間

オ　特　　約 ： 漏水、漏気担保、交差責任

　　　　　　　　担保

カ　その他　：（対物　１事故につき

　　　　　　　　７００万円）

・年度初日から有効

な、仕様書に適合した

損害賠償保険に加入し

た。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修

繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

１　施設、設備等の維持に関する管理

（１）清掃業務については、施設の快適な環境を保

　　　つため、日常清掃及び定期清掃を定められた

　　　仕様に基づき今日まで各種清掃で培ったノウ

　　　ハウとビルクリーニング有資格者育成による

　　　技術力を発揮して、効率的に実施した。また、

　　　廃棄物収集処理については、施設運営に伴い

　　　排出されるゴミ、廃棄用紙、ダンボール、資

　　　源物等を定期的に収集・処理した。

・お客様が快適に利用

できるよう館内清掃、

整備に努め、ご利用者

からの賞賛等を受け

た。

・ＳＩＡＦ2017及び雪

まつり期間中において

も、清掃業務の回数を

通常より増やす等、体

制強化を図りサービス

向上に努めた。

・従業員等も館内及び

ＳＩＡＦ2017期間中イ

ベント会場となった裏

庭も含め巡回を行い、

危険個所の把握、不審

物の早期発見に努め

た。

・建物の劣化状況等を

つぶさに把握し、中期

の設備等提案に活用で

きるよう札幌市に提案

した。

・建物の定期点検と併

せて日常点検も随時実

施したことで修理、修

繕を的確に実施するこ

とができた。

（２）警備業務施設の秩序を維持し、施設財産の保

　　　全と安全の確保のため、法令を遵守し、事故

　　　の発生を警戒・防止に努め、鍵の管理、開館

　　　時及び閉館時の開錠、施錠、出入管理、施設

　　　の秩序維持の業務を行い円滑な管理運営を行

　　　った。

（３）建物、電気設備、衛生設備、換気設備につい

　　　て総合的な修繕計画を念頭に、年1回の建物

　　　診断を実施した。診断結果については、その

　　　都度札幌市に報告し、情報の共有化を図る

　　　とともに、安全でかつ長期使用可能な施設の

　　　維持管理及び経費の節減に努めた。

　　　①春先の建物簡易点検

　　　②建物総合点検

　　　③冬前の建物簡易点検

　　　日常的な点検等は随時実施した。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

要求水準を上回る

回数の講座や催し

を実施している。ま

た、旧控訴院であっ

た文化財施設の特

徴を生かした模擬裁

判並びに法及び司

法に関する講座等

も数多く実施してい

る。このような中で、

利用者から目標値

以上の満足度を得

ていることは評価で

きる。

　さらに、「まちの歴

史展示室の充実を

図った点は評価でき

る。

（７）外構緑地管理については、敷地内の外構、緑

　　　地については、美観の保持、安全、防犯及び

　　　近隣住民への迷惑防止を図るため、除草、養

　　　生の実施など適切に管理した。

　　　その他、季節によっては、カラスやスズメバ

　　　チが利用者へ危害を与える恐れがあるため、

　　　利用者への呼びかけや注意事項の掲示等によ

　　　り、利用者の安全を確保した。

・利用者の安全性を最

大限に確保するととも

に、計画的に保守点検

を実施し、不良・危険

個所の修繕を行うこと

により、来館者に対す

る安全かつ快適な環境

を提供することができ

た。

（4）事業の計

画・実施業務

▽　文化・芸術に親しむ機会の提供に関する業務

１　文化・芸術に親しむ機会の提供のため、文化・芸

　　術に関する事業を実施した。

　　法曹三者等と連携し、模擬裁判を始めとする法及

　　び司法に関する各種講座を実施した。

・文化芸術に親しむ機

会の提供、また法曹三

者等と連携し、種々の

講座・講演を実施し、

受講者・参加者に喜ば

れる機会を提供するこ

とが出来た。

▽　防災

１　地震、火災、事故等が発生した場合「危機管理マ

　　ニュアル」に基づき迅速かつ的確な対応を実施で

　　きるよう措置した。なお、引き続き緊急連絡体制

　　も含め現行化を図り運用した。

・マニュアルの見直し

等を行い、事故等の発

生に対応できるよう体

制構築を図り、防火・

防災訓練、ＡＥＤの操

作説明会等スタッフの

実施訓練により防災に

関するスキルアップを

図ることができた。

地震に対応した訓練も

行い、より充実した訓

練内容となるよう次年

度の訓練に反映するこ

ととした。

・火災発生の想定で訓

練を行い、危機に対す

る意識向上につながっ

た。

・防災に関する札幌市

の防災施設に参加し、

知識の向上を図った。

２　事故発生（事故、盗難、急病人やケガ人）時には

　　、直ちに被災者へ必要な処置を実施し、管轄の警

　　察署、消防署等関係機関へ連絡・通報するなど適

　　切な処理を行えるよう措置した。

　　また、札幌市に対し速やかに報告するとともに、

　　安全対策並びに被害の拡大及び再発防止を図るこ

　　ととした。

３　災害発生（地震、火災）時は利用者の誘導等安全

　　確保を万全に行うこととした。

　　また、応急措置を行い施設の復旧について、札幌

　　市と協議の上対応できる体制をとった。

　　なお、災害等によって施設の利用が不可能と認め

　　られる場合で緊急を要する時は、開閉館時間の変

　　更、施設の利用禁止、立入禁止の設定、その他必

　　要な措置を講じ、速やかに札幌市に報告できるよ

　　う図った。

２　公益財団法人 札幌市芸術文化財団等との連携を

　　図り、資料館の設置目的や機能に合致する各種講

　　座を実施した。

（１）　「文化・芸術に関する講座」として、カル

　　チャートーク「武四郎碑に刻まれたアイヌ民族」

　　「札幌のまちとともに歩んだ公園」を実施。

４　「札幌市資料館消防計画」に基づき年２回（６

　　月、１１月）、中央消防署、市民防災センター

　　の指導をいただき防災訓練を実施した。

・関係者の変更に伴

い、都度修正して関

係部門へ周知した。

５　緊急連絡体制については「緊急連絡体制図」の定

　期な確認を行い、緊急時の連絡体制がスムーズに実

　施できるよう管理を行った。

６　災害時に備え、救急箱や災害時の社員用備蓄品を

　　事務所内に備えた。

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

２回 ２回 ８８名 ５月、７月
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　  イ　「夏の夜のお話し会」をカルチャーナイ

        トの協賛事業として、山の手図書館おはな

        しかごと共催で実施。

    ウ　札幌文化団体協議会加盟団体等との共催で講

         座等（絵手紙展・ご近所講座）を実施。

・文化財施設としての

活用を図るためコン

サートを開催、また協

賛事業も積極的に実施

し、好評を得るととも

に、資料館の利用用途

の周知を図ることが出

来た。

・「ちえりあ」との共

催でご近所講座を開催

した。

    エ　ワークショップ（勾玉づくり･切り絵･押し花

        ｱｰﾄ・ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙｱｰﾄ）の実施。

（３）「映画・音楽に関する鑑賞会、コンサート等」

　　　を実施した。

・文化財保護意識の醸

成と文化財施設として

の活用を図るため各種

コンサート及び新冠町

との共催で「懐かしの

レコード鑑賞会」を開

催し、各回とも好評を

得た。

　　ア　「懐かしのレコード鑑賞会」「よさこい

　　　　ソーラン祭り協賛事業」を実施。

（２）「文化・芸術に関する各種講座・ワークショッ

　　　プ」を実施した。

・平成26年度から実施

した文化・芸術に関す

る事業においてワーク

ショップを計画実施し

た結果、地理の利便

性・参加者の認知度も

増し、好評を得る講座

を提供することができ

た。

　　ア　子供と大人の写生会をリボンハウスとの共催

　　　　で実施。※作品展示１０月（大通交流ギャ

　　　　ラリーにて展示）

　　イ　カルチャーコンサートを実施。

　　ウ　クラシックギターコンサートを実施。

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 １８名 ７月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ５８名 ７月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

２回 ２回

４５作品

１９名

１１月

１１月

１回 １回 ３４名 ５・６月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

４回 ４回

勾玉づくり：２７名

切り絵　　：１５名

押し花ｱｰﾄ：１９名

ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙｱｰﾄ：３６名

　６月

１０月

１１月

１２月

計 画 回 数 実 施 回 数 リクエスト数 実 施 月

１回 １回 ３５９曲 ６月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 １５０名 １１月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ９５名 １２月
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・課外体験学習等の勧

奨チラシを学校等関係

機関へ送付等した結

果、多くの学校・団体

からの申込があった。

また、法曹三者との連

携・協力体制を引続き

維持・強化した。

・暮らしに関する法律

講座等の勧奨チラシ配

布、マスコミ等への記

事提供、又身近なテー

マを題材に取り上げ工

夫を凝らしたこともあ

り、多くの方々に参加

いただいた。

　　エ　雪まつりホワイトコンサートを雪まつり

　　　　協賛事業として実施。

（４）「歴史ある街・建築物に関する鑑賞会」を実施

　　　した。

　

・文化財施設としての

活用を図るため各種講

座も実施、多くの参加

者に好評を得た。

　　　「大通公園モニュメント鑑賞会」

        を実施。

　　オ　昔あそびイン札幌市資料館を白石ばらの会

　　　　・カミシバイズムと協賛として実施。

　　カ　お楽しみイベント「親子で楽しむ人形劇」

　　　　を実施。

　　キ　北海道文化団体協議会と共催で道民芸術祭

　　　　作品展を１１月に実施。

　　ク　札幌市公園緑化協会（大通公園管理事務所）

　　　　と共催で大通公園写真展を１１月に実施。

※1.「市民大学生」：市内区役所で行っている65歳以上の方が

    対象の高齢者教室の講座を受講している方

　　法曹三者等との共催で高校生・大学生等を対象と

     した模擬裁判を実施。

（１）法曹関係機関等と共催した模擬裁判の実施。

３　法及び司法に関する学習機会の提供

    法曹関係機関等と連携し、模擬裁判を始めとする

　　法及び司法に関する各種講座を実施した。

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ２３０名 ２月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

０回 １回 ８０名 ８月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ３５名 １１月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 １５名 ６月

計 画 回 数 対 象 者 実 施 回 数 参 加 人 数

小･中･高生 １３回 ２８５名

大学生 ３回 １００名

市民大学生 ２回 　８７名

１０回
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・積極的に札幌市関連

文化施設とも関わり、

情報交換を行い事業運

営に反映できた。

（３）　法及び司法に関する講習会、講座の実施。

　　ア　札幌弁護士会との共催による、暮らしに関す

　　　　る法律講座「認知症や突然死などに備えた

　　　　財産の法的管理について」を実施。

　　イ　札幌地方検察庁との共催による、司法講座

　　　　「悪徳商法と振込め詐欺の実態と防止策」

　　　　を実施。

　　市民を対象とした刑事裁判傍聴と解説を札幌地方

　　裁判所と共催で実施。

（２）札幌地方裁判所における刑事裁判の傍聴と解説

　　　の実施。

　　ウ　札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所との共催に

　　　　よる「模擬調停の見学・傍聴」を実施。

▽　本市の歴史及び文化等に関する情報の収集及び提

供に関する業務実施計画

１　基本的な考え方

　　ボランティア会員を中心とした札幌市の歴史・文

　　化の情報収集及び来館者への説明、各種媒体によ

　　る情報共有を行った。

２　札幌市関連文化施設及び札幌市公文書館との連携

　　を強化する。

（１）　「札幌文化団体協議会・加盟団体」及び「ち

　　　　えりあ」との共催事業を実施した。

（４）　カルチャーナイト協賛事業として札幌地方検

　　　察庁による「取調べをやってみよう・裁判も

　　　やってみよう」を実施。

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

３回 ３回

１９名

１９名

１９名

　８月

１０月

　１月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ４７名 ６月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ３９名 １１月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ４４名 １０月

計 画 回 数 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

１回 １回 ６８名 ７月

実　施　日 実　施　内　容

１０月１２日 切り絵講座

共　催　団　体　等

札幌文化団協議会・加盟団体

５月１０日、１７日

　　２４日、３１日

６月７日、１４日

ご近所講座

「色に聴けば自分がわ

かる色彩心理学」

ちえりあ
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（３）　さっぽろ羊が丘展望台（雪まつり資料館）、

　　　　真駒内自衛隊等と情報交換を実施した。

（２）　札幌市交通局と必要に応じ、情報交換を実

　　　　施。

▽　市民の自主活的な活動及び交流の支援業務

１　「市民文化の向上に資すること」を目的に、文化・

　　芸術、法と司法の学習活動及び美術作品等の展

　　示の場を提供するため、利活用についての市民

　　への情報発信を行なった。また、資料館の活用す

　　る市民や団体等の活動を積極的に支援した。

（１）　訪問活動を積極的に行い、資料館情報を周知

　　　  した。

ア　パンフレット、チラシ配置コーナーの設置

     並びに市関連施設や主要ホテル等へ訪

     問活動等し、チラシを配布した。

・イベント等の案内を

迅速に行いサービス向

上に取り組んだ。

イ　好評いただいているイベントカレンダーや

　　ギャラリー展示情報のチラシ等を引き続き

    作成し、館内設置や関連施設への配布を

　　行った。

ウ　情報機関や情報誌発行所との連携を図っ

　　た。

３　情報提供を適宜実施する。

（１）ボランティア会員による入館者への説明及び質

　　　問に対する回答。

　　　・実施月 :　随時実施
（２）ホームページ及びチラシへの掲載による市関連

　　　施設への配布

　　　・実施月 : ホームページは随時実施、チラシ

　　　　は年１２回関連施設へ配布実施。

４　その他

　「まちの歴史展示室」内の展示物について関係

　機関と情報交換を行い充実施策を実施した

・研修に際し資料等の

内容を充実させボラン

ティアのスキルアップ

を図った結果、入館者

へわかりやすく説明し

好評を得た。

・情報提供を随時行

い、入館者へのサービ

ス向上に努めた。

・利用者に見やすいイ

ベントカレンダーの作

成を心掛け、月別・イ

ベント別に掲載配布し

多くの方がイベントに

参加された。

・ミニギャラリー利用

者の情報発信も行い、

入館者へのサービス向

上に努めた。

エ　ホームページへの情報掲載を行った。

　　年間イベントスケジュール、各種イベント

　　・講座・講習会の詳細日程、トップページ

　　、他サイトの一部リニューアル

・随時更新によりイベ

ント等の案内を迅速に

行い、サービス向上に

努めた。また、リンク

の張り出しによる利用

者サービスの向上を

図った。

実　施　日

１０月２７日

実　　施　　内　　容

「まちの歴史展示室」への作品展示充実等への協力依頼

実　施　日

１月１５日

実　　施　　内　　容

さっぽろ羊が丘展望台及び真駒内自衛隊へ雪まつりイベント

への協力依頼

実　施　月 配　布　数

４月～３月 ６,９００部市内各区及び地区センター

実　　施　　内　　容

実　施　月 配　布　数

４月～３月 ７,５１０部

パンフレット、チラシを市観光案内所等へ

配布、また主要ホテル・市関連施設へ発送

実　　施　　内　　容

実　施　日

毎月（年１２回）

実　　施　　内　　容

館の照会、各種イベント案内所及びギャラリー展示情報を周知

実　施　日

毎月（年１２回）

実　　施　　内　　容

年間イベントスケジュール、各種イベント・講座・講習会の

詳細日程・内容
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　空室状況の情報

発信や各種団体へ

の利用勧奨等、利

用促進の取組みが

継続して実施されて

おり、適切な管理運

営が行われている。

・観光客、利用者の求

めるパンフレット等、

常備できるよう細目に

収集し対応した。

　来館者からの資料館保存活用基本計画内容の問合せ

　に対する対応を行った。

（２）課外体験学習等の勧奨チラシを学校等関係機関

      へ送付した。

ア　市内小、中、高校や老人クラブ等各種団体

     へダイレクトメールやeメールを送付し

た。

イ　市民を対象とした「札幌市アート鑑賞会」

　　を実施した。

（３）　ボランティア組織の養成と登録を継続して

　　　　行った。

ア　随時ボランティア会員の募集を実施した。

イ　ボランティア会員に対し年２回の研修会を

　　実施し、スキル向上を図った。

・ボランティア会員の

協力的かつ積極的な活

動により、展示室の

リーフレットの作成等

入館者サービスの充

実・推進が図られた。

・市の歴史をはじめ、

資料館の歴史・文化等

に関して研修のほか、

現地施設見学会を実施

し説明スキルアップに

努めた。

（４）　観光都市札幌の中心部に位置する当館の立地

　　　条件から、観光客に対する観光情報の発信基地

　　　として他施設のパンフレット、イベント情報等

　　　を収集し積極的に配布した。

　　　　・実施月 :　 随時実施

（5）施設利用

に関する業

務

▽　利用件数等

▽　１．施設の利用等に関する業務

１　貸館業務計画

　特定の個人・団体だけが優遇される、あるいはサー

　ビスを受けることのないよう、利用の公平性・平等

　性を確保した。

　受付業務・使用承認等についても、不当な利用拒否

　や不平等な取扱いが行われないよう公平性・平等性

　を確保した。

　多くの市民の皆様にご利用いただくため、受付から

　ご利用に至る一連の流れを迅速でスムーズに運営す

　ることで、無理無駄を省き、手軽で簡単・公平な使

　い勝手を実施した。

　窓口には必要な人員を配置し、適切かつ丁寧に対応

　し、設置条例及び規則の定めるところの、適切な利

　用料金の収受または減免等を行った。

・多くの市民が気軽に

利用できる施設運営に

努めるとともに、公平

性を保ち貸室の公正・

公平な利用を促進する

など、資料館機能の効

果的な活用を図った。

・利用者様の声を把握

して迅速に対応すると

ともに、利用方法等の

広報活動を積極的に実

施してサービス向上に

努めた。

▽　施設に関する相談業務

実　施　月

４月

６月

実　　施　　内　　容

市内小、中、高校へダイレクトメールを

送付

老人クラブ等各種団体へダイレクトメール

を送付

実　施　日

６月１７日

実　　施　　内　　容

「大通公園モニュメント鑑賞会」を資料館ボランティアに

よりレクチャー

実　施　日

５月２９日

７月１３日

現地研修：市内「鉱石採石地」・「白川浄水場」・定山渓郷土

博物館」等の見学

実　　施　　内　　容

座　　学：北海道における歴代「行政長」の業績について学ぶ
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（１）資料館全体の運営及び貸室業務の実施に当たっ

　　　ては、「札幌市資料館条例」を始めとする関係

　　　法令を遵守し、利用者への充実した情報提供を

　　　行いながら、親しみのある、喜ばれる運営を

　　　行った。

▽　２．利用促進の取組

１　基本方針

　　多くの市民の皆様に歴史的価値のある文化財施設

　として、また歴史と文化、法と司法に関する教育実

　践の場として認識をいただくため、各種イベント開

　催及び広報活動を実施した。

（１） 文化・芸術に関する講座、講演会を１１回公募

　　　で実施した。

・文化芸術に親しむ講

座・講演を開催し、よ

りお客様に興味を持っ

ていただけるイベント

等の提供を図った。

・旧控訴院という歴史

から法曹三者等と連携

し各種の講座・講演等

を開催し、多くの方々

に学習機会の提供を

行った。

（２） 法・司法に関する講座、講習会を年4回公募で

　　　 実施した。

（２）ホームページ上に予約状況を随時掲載し、空室

　　　状況及び展示内容について年間分を即確認でき

　　　るよう引き続き実施し、年間イベントカレンダ

　　　ーを掲示及びＰＤＦのダウンロード等使いやす

　　　さと利便性の向上に努めた。

　　　・実施月 :　随時実施

（３）「資料館ご利用のしおり」を作成し、館内コ

　　　ーナーに配備するとともに、市等の関連施設

　　　へ配布した。

　　　・実施月 :　随時

（４）休館日に従業員を配置して貸室の受付を行う

　　　とともに、電話による仮予約受付を実施する

　　　ほか、展示作品等の搬出入を可能とした。

（５）　利用料金の銀行振込みによる収納を実施した。

（６）　接遇・顧客満足度（CS）研修等により、受付

　　　　対応等、貸館業務の向上を図る。

　　　　・実施月 : ６月、１１月

　　　「よさこいソーランまつり」協賛事業の実施。

（３）よさこいソーラン祭り、カルチャーナイト、

　　　雪まつり等外部開催イベントに合せて実施した。 ・日本三大夜景都市と

して選ばれたことから

ホワイトイルミネー

ション及び雪まつり期

間ライトアップを延長

し地域と一体となった

取組みを行いサービス

向上を図った。

実 施 区 分 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

市民公募による

実施

１１回

３１１名

　　４５作品

　5月、6月、7月

　　10月、11月、

　　　　12月

実 施 区 分 実 施 回 数 参 加 人 数 実 施 月

市民公募による

実施

４回 １９８名

　６月、７月

　１０月、１１月

参 加 人 数 実　施　月

ﾘｸｴｽﾄ ３５９曲 ６月

イ ベ ン ト

よさこいソーランまつりレコード鑑賞会
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・ホテルについては、

パンフレット配布時期

よさこいソーラン祭り

及び雪まつりに合わせ

て行い、効果的な配布

を実施し来館者増を

図った。

・市、観光施設等の情

報発信基地として各施

設のパンフレットの配

備し、来館者から好評

を得た。

      「さっぽろ雪まつり」協賛事業の実施

（５）市内主要ホテル等へパンフレット等を年２回

　　　配布した。

　　　「カルチャーナイト」協賛事業の実施。

２　施設の利用促進にあたっては、、パンフレット、

　　イベントカレンダー、ギャラリー展示情報、ダイ

　　レクトメール等を配布するとともに、ホームペー

　　ジの充実を図った。

　　また、研修室の利用率向上を図るため、各種団体

　　、近隣企業へ案内資料を送付した。

・貸室の利用率アップ

を図るため専門学校・

各サークル等へＤＭを

発送し利用促進に努め

た。

（１）各種団体等に対して、生涯学習施設として

　　　の利用勧奨を年１回実施した。

（３）サークル、同好会等に対し、研修室の多目的利

　　　用（教室、講演会等）のための勧奨を年１回実

　　　施。

（４）企業等に対して、研修室での会議開催、集会

　　　施設としての勧奨を年１回実施した。

（２）専門学校等に対して、制作記念、卒業記念等の

　　　発表会場としての利用勧奨を年１回実施した。

区   分 対象ホテル等 配 布 枚 数 実 施 月 

市内主要ホテル等 17ホテル 6，200部 6月、1月 

実　施　日 参 加 人 数

５８名

６８名

夏の夜のお話し会

法・司法のパネル展、模擬裁判他

７月２１日

イ　ベ　ン　ト

参 加 人 数 実 施 月

－

－

－

２３０名

雪まつり期間入館者数 ９,８００名

イベント

２月

雪像制作ＤＶＤ放映　　　（自主事業）

雪まつり懐古写真パネル展（自主事業）

雪まつり雪像模型展示（自主事業）

ホワイトコンサート

区　 分 施　設　等 実　施　月 備考

老人クラブ

中央区

２６クラブ

６月 －

区　 分 施　設　等 実　施　月 備　考

専門・専修学校 ７校 ６月

卒業記念発表、

制作記念発表等

区　 分 施　設　等 実　施　月 備　考

サークル

同好会

６１団体 ６月

多目的利用（教

室・講習会等）

区　 分 施　設　等 実　施　月 備　考

近隣企業等 ５６社 ６月 会議・集会施設
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・ホームページ上に各

イベント開催情報を随

時掲載しユーザーに

とって効果的なウエブ

サイトとなるよう図っ

た。

・年間イベントカレン

ダーを掲載し、ダウン

ロードできるように

し、各イベントのチラ

シもダウンロードでき

るよう実施日に合わせ

て掲載した。

・毎週入れ替わるミニ

ギャラリーの展示内容

等、ユーザーが常に新

しい情報を得ることが

できるようタイムリー

な更新を図りお客様か

ら好評を得た。

（７）NTTグループ各社と連携した地域貢献事業を

　　　年２回実施した。

（６）ホームページ上に各イベント開催情報を随時

　　　掲載するとともに、毎週入れ替わるミニギャラ

　　　リーの展示内容等、ユーザーの来館に結びつ

　　　くようタイムリーな更新を行った。

　　　また、札幌市のホームページガイドライン及び

　　　ウェブアクセシビリティに関する基本方針の作

　　　成と取組・評価表を公開し、ユーザーが見やす

　　　いホームページの構築と情報を得やすいサイト

　　　の見直しを図った。

（８）「カルチャーナイト」共催イベントの実施

▽　札幌市内の企業等の活用について

　　資料館の管理運営に当たり、各種ノウハウを有し

　ている市内企業と次のとおり連携し、実施した。

１　イベント関連

（１）　文化・芸術団体

（２）　ＴＶ・ラジオ放送会社、新聞社等の報道機関

（３）　機器レンタル会社

（４）　劇団、各種団体

・地元企業、地域、文

化団体等と連携を図

り、各団体の支援と館

の効果を発揮できるよ

う努めた。

２　施設のオリジナル意匠（札幌軟石等）関連

（９）「文化の日」にコンサートを実施

（１０）札幌市主催の観光事業者参加商談会へ参加し

　　　　札幌市資料館リーフレット等の配布を行い札

　　　　幌市資料館のアピールを行う等、意見交換を

　　　　行った。

・各種イベントの中で

もコンサート実施につ

いては、毎回参加者も

多く、好評をいただい

ていることから今後も

イベント内容について

充実を図っていきた

い。

（１）　「軟石を語る会」から札幌軟石に関する資料提

　　　　供

（２）　ホームページ制作会社とホームページの更新

　　　　及びリニューアル

３　貸室利用関連

（１）　市内主要ホテル・団体組織へのリーフレット配

　　　　布とロビー展示

（２）　市内企業・団体組織へのリーフレット配布

（３）　共同事業体取引企業に対するリーフレット配布

実　施　日

６月、９月

実　　施　　内　　容

北１条オフィス町内会セフティ＆クリーン作戦

ＮＴＴ東日本グループと連携

参 加 人 数 実　施　月

１３０名 １１月

イ ベ ン ト

カルチャーコンサート

参 加 人 数 実　施　月

１２６名 ７月

イ ベ ン ト

夏の夜のお話し会

法・司法のパネル展、演劇等
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H29実績

・アンケートに寄せら

れた意見要望等を分析

し、各種会議でも分析

結果を報告検討して館

の運営管理に反映でき

るよう努めた。

（１）　「運営協議会」を年２回（５月、１０月）、

　　　　「サービス向上委員会」を年２回（１０

　　　　月、３月）開催した。

（２）　アンケート調査を年２回実施

91.8%

ミニギャラリー２室

利用可能日数 306

利用率(％) 95.8%

４　利用者へのアンケート等の実施

　　利用者へのアンケート調査、ボランティア日誌等

　　から得た利用者の声を「運営協議会」、「サービ

　　ス向上委員会」に諮り、「より親しまれ、利用し

　　易い」資料館の運営に活用した。

ミニギャラリー３室

利用可能日数 306

利用率(％) 92.2%

（３）　アンケート調査を通してお客様意見等を把握

　　　　前年度入館者数（142,919人）の１%以上

　　　　（1,429人以上）のアンケート回答数を

　　　　得た。

・ギャラリー室につい

ては、高い目標値を設

定し種々対策を検討実

施したがリピート利用

されている方の減少も

あり目標の利用率に達

しなかった。

・研修室についても、

利用案内等の広報活動

等を積極的に行ったが

目標値を下回る利用率

となった。

・信頼していた企業等

からの仮予約が突然

キャンセルとなったこ

とから、利用率が減と

なり、大きな要因と

なった。今後は、受付

方法（仮予約含め）シ

ビアに対応していきた

い。

ミニギャラリー４室

利用可能日数 306

利用率(％) 93.8%

ミニギャラリー５室

利用可能日数 306

利用率(％) 91.8%

・ギャラリー指導員及

びボランティアガイド

との連携を図り、お客

様の声を館の運営に反

映した。

▽　利用件数等

ミニギャラリー１室

利用可能日数 306

利用率(％)

・ミニギャラリーの利用率向上を図るため、引続き

　各種専門学校等へ案内資料を送付した。

・研修室の利用率向上を図るため、各種団体、近隣企

　業へ案内資料を送付した。

・ホームページ上に予約状況を随時掲載し、空室状況

　及び展示内容について年間分を即確認できるように

　した。

・施設利用の安定的な

獲得に向けホームペー

ジを最大限活用した結

果ホームページを見て

申し込まれるお客様が

増傾向となっている。

ミニギャラリー６室

利用可能日数 306

利用率(％) 89.9%

研修室

利用可能日数 307

利用率(％) 51.5%

 回　 数 実 施 月 調査回答数

１回目 ４月～９月 ５８７枚

２回目 １０月～３月 ９４６枚

意見等 賞賛事項等

１,５３３件 ６２１件 １０２件 ５１９件

アンケート数 お客様意見

内　　　訳
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

２　自動販売機の設置（１台）。

３　子供映画会（アニメ）及び紙芝居を実施。

ホームページや広

報さっぽろでの情報

発信、施設パンフ

レット等の作成・配

布、各種催し情報の

マスコミ提供など、

多様な広報を実施し

ており、要求水準を

満たしている。

　また、マスメディア

等の撮影依頼に、Ｐ

Ｒのため積極的に

対応している点や

SIAFラボをはじめと

する関係者と緊密に

コミュニケーションを

取ることで、円滑な

管理運営が行われ

たことは評価でき

る。

隣接する大通公園

でのイベントに連動

した対応を行うな

ど、適切に実施され

た。

２　自主事業その他

▽　自主事業

▽　不承認件数、　取消し件数、　減免件数、　還付件数

・不承認 　　0件

・取消 　　　 1件

・減免　　 114件

・還付 　　 46件

（6）付随業務

▽　広報業務

・学校に対して、課外学習体験実施施設としての利用

　勧奨

・各種団体等に対して、生涯学習施設としての利用

　勧奨

・専門学校等に対して、制作記念、卒業記念等の発表

　会場としての利用勧奨

・サークル、同好会等に対し、研修室の多目的利用

　（教室、講演会等）のための勧奨

・企業等に対して、研修室での会議開催、集会施設と

　しての勧奨

・市内主要ホテル等へパンフレット等配布

・効果的なパンフ

レットの配布に努め

た。

・市、観光施設等の

情報発信基地として

各施設のパンフレッ

トの配備をし、特に

人気の多いパンフ

レットについては随

時補充し来館者から

好評を得た。

・外国人観光客が増

加していることか

ら、外国語版の観光

パンフレットも多数

配備した。

・まちの歴史展示室

及び廊下のパネルを

英文化にしたパネル

を掲示し外国人観光

客から好評を得た。

・マスメディアの撮

影に積極的に協力

し、資料館の周知拡

大に努めた。

・ホームページ上に各イベント開催情報を随時掲載

▽　引継ぎ業務

・お客様サービスに支障が無いように円滑に行った。

・データについては、ファイル名一覧表を作成し

　ＤＶＤにて引継ぎを行った。

・引継ぎ一覧表を作成し引継ぎを行い、引継ぎ完了書を

　作成し報告した。

１　雪まつりに連動した協賛イベントの実施。

・文化財保護意識の

醸成と文化財施設と

しての活用を図るた

め各種イベントを実

施し、サービス向上

に努めた。

・雪まつり協賛イベ

ントについては、展

示のデコレーション

を工夫し、お客様に

興味を持っていただ

けるように努めると

ともに、開館延長に

合わせてライトアッ

プも1時間延長し札

幌市のイベント盛り

上げに協力した。

種  別 台 数 設置場所 

飲料水自動販売機 1台 2階中央ホール 

実　施　日

２月

実　　施　　内　　容

・開館時間の延長（１９時００分～２０時００分）

・懐古写真展、雪像模型展示、雪像ＤＶＤ放映

実　施　区　分 実　施　月 実　施　回　数 参　加　人　数

自由参加 １月 １回 ９０名
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▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

・第三者委託については地元企業へ発注
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利用者アンケートにおける満足度の目標と実績　　

利用者アンケートに

おける満足度の目

標を達成しており、

アンケート回収数に

ついても要求水準を

満たしている。

　また、サービス向

上委員会の開催や

ボランティアのスキ

ルアップのための研

修実施等、利用者

の満足度向上に資

する取り組みが継

続して行われてい

る。

80％以上 85.2％

実施事業の満足度 80％以上 91.2％

・お客様の意見・要望

について検討をし、可

能な限り措置をすると

共に、運営協議会・

サービス向上委員会に

報告し、助言等をいた

だき事業へ反映した結

果目標値の達成に至っ

た。

区　　　　　分 目　　　標 実　　　績

総合満足度 80％以上 90.3％

利用者か

らの意

見・要望

とその対

応

・車いす対応の自販機があるのに前のスペース

　が狭い感じをうけました。

→車いすが出入りできるスペースを確保した。

・放置自転車、美観を損ねます。

→産業廃棄物処理を行いました。

・地下鉄ビデオの年号がわかりずらい。表示

　があるとわかりやすい。

→ビデオを確認して年号をテロップで流せるか

　検討した。

・お客様の意見・要望

について、スピーデイ

に検討を行い、実施し

た。

・お客様への対応等細

かな気配りを心がけ、

サービス向上に努めた

結果、総合満足度は目

標値を大幅に上回るこ

とができた。

実施方

法

・アンケートボックスで回収

・団体の利用についてはアンケート用紙を配布して

　施設見学説明後にボランティアが回収

結果概

要

・お客様総合満足度80％に対し　90.3％

・意見要望は分析し、各種会議で報告、検討し対応で

　きるものから実施した。

・アンケート内容を分析し館内掲示とした。

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方法 ・アンケートボックスによる回収。回答数1,533枚

　（自由記述によるお客様意見は、６２１件）

・お客様等の声（情

報）については、来館

者等のアンケート、ボ

ランティアからの情報

及び日常業務実施時の

お客様からの意見等、

幅広く情報収集を行っ

た。

・今後ともお客様情報

の収集を積極的に行

い、迅速な改善措置の

実施並びに従業員教育

に反映させ、サービス

の維持向上に努めて行

くこととする。

結果概要 ・資料館の展示内容、建造物の状況についてのご意

　見。

　　　・大変良い 　　43％

　　　・良い　　　　 33％

　　　・普通　　　　 22％

　　　・あまり良くない、わるい　2％

・館員の応対態度についてのご意見。

　　　・とてもよい　　63％

　　　・良い　　　　　22％

　　　・普通　　　　　14％

　　　・あまり良くない、わるい　　1％

接遇に関する満足度
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

収支の均衡は維持

されており、適切な

管理運営が行われ

た。

▽　説明

100 54 ▲ 46

４　収支状況

▽　収支 （千円）

項目 Ｈ29計画 Ｈ29決算 差

収入 40,762

指定管理業務収入 40,662 40,722 60

法人税等 0 0 0

純利益 12

34,568 34,568 0

利用料金 6,094 5,956 ▲ 138

・収支の進捗管理を毎

月実施した。次年度の

利用勧奨ちらしを札幌

市内の各学校への送付

を予定していたが次期

指定管理者が行うた

め、支出が計画額より

減となった。年度末

だったため修繕に廻す

ことが出来なかった。

指定管理費

支出 40,750 40,166

指定管理業務支出 40,650 40,065 ▲ 585

自主事業支出

663 651

収入-支出 12 663 651

利益還元 0 0 0

付帯業務 47 88

▲ 584

40,829 67

198

自主事業収入 100 107 7

その他 198

１ 収入について

（１）ミニギャラリー室及び研修室は、国際芸術祭２０１７の

会場となったことから利用率については対前年比増と

なった。

（２）自主事業の収入については、国際芸術祭２０１７開催に伴

い、来館者は増となったもののＳＩＡＦラウンジの営業に

伴い、自動販売機の収入額を下回った。

２ 支出について

（１）光熱水費については、重油及び電気料の価格の高騰があっ

たが、全体的にウォームビズで細かな節電を継続実施した

結果、使用量は減となり計画を下回ることができた。

（２）消耗品については、事務用品の再利用、環境に配意した印

刷方法等に取り組んだが、エコライト等の更改時期と重な

り増となった。

（３）通信運搬費については、次年度の各学校への利用勧奨ちら

しの送付を次期指定管理者が行うため計画を下回った。

３ 収支状況

省エネ等の実施により計画に対しほぼ計画どおりに推移した。
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安定経営能力は選定時の水準を維持している。

　　　　　　　　　

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン

条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適 不適

１　　各条例の規定に則り、全て適切に対応した。

２　　平成29年度については、情報公開請求はなかった。

３　　オンブズマンの実地調査はなかった。

▽　安定経営能力の維持 適 不適
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Ⅲ　総合評価Ⅲ　総合評価Ⅲ　総合評価Ⅲ　総合評価

　施設・設備等の維持管理については、指定管理者の企業能

力を生かした建物点検を実施するとともに、修繕対応を円滑に

行ったことに加え、中期の設備等提案のための建物の劣化状

況等が把握・提案された。

　事業の計画・実施については、文化芸術団体や法曹三者な

どの各種団体等と連携し、計画を上回る講座等を実施し、か

つ、参加者から目標値以上の高い満足度を得ている。特に、

「まちの歴史展示室」の充実を図った点は評価できる。

　　資料館のPRに関しては、マスメディアからの撮影依頼に対

する協力、及びホワイトイルミネーション時期のライトアップ時

間延長等近隣イベントとの連携を図るなど、様々な取組みを

行っている。これらの取組みや国際芸術祭2017開催もあり、入

館者目標数の１４万人を大きく上回っている。

　以上の各種取組みにより、年間を通じて、安定した管理運営

が行われたことは評価できる。

改善指導・指示事項は、ありません。

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

　昨年度の管理運営実績を踏まえ、業務計画に従って各

種事業を行った。

　文化・芸術に関する事業においては、各種講座、ワー

クショップ、講演等を計画実施し、参加者から好評を得

ることができ、事業の満足度も計画値を上回ることが出

来た。特に、お客様ニーズに沿ったワークショップを開

催し定員を上回る多くの方々から受講申し込みをいただ

くなど次年度に繋がる結果を得たほか、研修室を音楽ス

ペースとして活用し多くの皆様にお楽しみいただいた。

　法・司法等の学習実践施設として、法曹三者と連携を

図り、模擬裁判、法司法に関する講座を実施したほか、

小中高校生向け法教育の体験学習を積極的に行い学習機

会を提供する成果を上げた。

　お客様への説明スキルの向上を図るため研修の実施、

各展示室の案内リーフレットを配布、イベントカレン

ダー・チラシ類の配付、ネットワークを活用した情報の

提供等々ご利用者様へのサービス向上に努めた。

市民の自主的活動・交流支援施策を実施するとともに、

ボランティア組織の協力を得て市民参加による市民のた

めの施設運営を推進するなど、今年度の管理運営を確実

に遂行した。特に国際芸術祭２０１７開催にあたりＳＩ

ＡＦラボと連携し成功裏に終えることができた。また、

資料館保存活用基本計画が明らかになり市民の関心度が

高くなった。

　建物総合診断に基づき危険個所の改善提案等を行うと

共に建物有資格者が施設内を確認し不安全箇所等の早期

発見に努め利用者、近隣住民並びに業務従事者の安全確

保に努めた。

　

　最終年のため来年以降の重点取組事項については、あ

りません。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項
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