様式３

指定管理者評価シート
事業名

札幌市都市公園維持管理業務

所管課（電話番号） 厚別区土木部維持管理課（８９７－３８００）

Ⅰ 基本情報
１ 施設の概要
名称

①もみじ台緑地②青葉中央公園
③大谷地流通団地東側緑地

所在地

①厚別区厚別町下野幌27-39他②厚別区青葉町5丁目
４３５－３２１他③厚別区中央5条1丁目４４０－３６０

告示年月日

①昭和53年1月24日②昭和41年10月2日
③昭和58年3月31日

面積

①395,825㎡②84,198㎡③34,099㎡

公園種別

①都市緑地②地区公園③都市緑地

目的

都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること。

事業概要

もみじ台緑地、青葉中央公園及び大谷地流通団地東側緑地の維持管理及び運営（園内の維持管理、管理事務、園内の
安全確保に関する業務）

主要施設

①テニスコート、野球場、陸上競技場②テニスコート③テニスコート、野球場

２ 指定管理者
名称

あつべつグリーンパートナー [㈱四宮造園（代表者）、㈱園建]

指定期間

平成27年4月1日～平成31年3月31日

募集方法

公募
非公募の場合、その理由：
施設数：３

指定単位

複数施設を一括指定の場合、その理由：これら３施設は、野球場やテニスコートといった運動施設を有するなど施設態様
が似通っている。このため維持管理等業務等について共通化を図ることにより、スケールメリットを活かした経費節減が可
能となることから、一括管理による効果が著しいと見込まれるため。

業務の範囲 公園維持管理業務、有料公園施設（テニスコート、野球場、陸上競技場）運営（利用料金制度）
施設数：３
３ 評価単位

複数施設を一括評価の場合、その理由：管理運営を行う全ての施設については同様の基準・方法等による維持管理を実
施しているため、各施設単位で評価したとしても差異が生じないことから、指定単位での一括評価としたもの。

Ⅱ 平成２８年度管理業務等の検証
項 目

指定管理者
の自己評価

実施状況

1 業務の要求水準達成度
（１）統括管 ▽ 管理運営に係る基本方針の策定
理業務
あつべつグリーンパートナー（以下、グループ）は現在、指定管理
者として公園管理を行っている実績を踏まえて、グループが有す
る環境に配慮した技術と知識を共有しながら、より質の高い快適
な緑あふれる安らぎのある空間を創造し、地域住民のためのオー
プンスペースづくりを目指して、地域住民と利用者の声を常に反
映しながら、福祉の増進や平等利用の充実、利用者サービス向
上の視点に立った公園の管理運営を行います。また、法条例等を
遵守し、安全・安心、快適な利用環境を提供し、資源・施設の長寿
命化を図った、効率的な管理運営による経費削減を図り、質の高
い利用者サービスの向上を目指すとともに、自己実現、環境教育
の場として積極的な利用を促し、地域住民や関連団体等との連
携・共同を推進していきます。
グループでは施設運営の透明性を確保し、利用者が気軽に運動・
休憩・散策し、災害に備えながら安全・安心して平等に利用でき、
人と自然が共生するやさしい環境づくりをグループの基本方針と
します。
以上の基本方針を踏まえ、私たちグループでは以下の6項目を事
業目標として管理運営に取り組みます。
１人々にやすらぎをあたえる良好な緑の公園づくり
２利用者が安心して公園を利用できる安全防災対策
３スポーツを通じての健康づくりの場やリフレッシュできる場の提
供
４環境に配慮した公園づくり
５多様な利用者ニーズへの柔軟かつ適切な対応
６利用者への公平な対応と法の遵守
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所管局の評価

Ａ
園内の維持管理につい
ては公園管理者と連絡
調整を図りながら効率的
に運営管理を遂行でき
た。特に定期的に遊具点
検・施設の点検及びトイ
レ管理におけるトイレ巡
回により随時清掃をする
ことによりきれいに維持
でき、利用者に不快感を
与えることなく、やすらぎ
と安心して利用してもらう
ことができた。
また、地域住民や関連団
体との花いっぱい運動を
継続的に行ったほか、多
様な利用者ニーズに対
応した自主事業や事業
計画のスポーツ・環境イ
ベント等の実施で住民
サービスの向上につな
がったと思います。

B

C

D

基本方針に基づき、各
種の取り組みがおおむ
ね適正に実施されてい
る。

様式３
▽ 平等利用に係る方針等の策定と取組実績
誠実な対応と相手を尊重する平等な対応によって、相互理解を進
めることを平等利用の基本方針とし、公園利用者との合意形成を
促進した。
３月に受付担当者・管理作業者にスタッフ教育として挨拶を基本と
したマナー教育、４月に法条例教育等を実施した。また５月の安全
大会及び定期的に公園利用者への接遇についてスタッフ教育を
行い、利用者を最大限尊重し親切丁寧な対応を行った。
もみじ台の野球場、競技場付近では施設内にできた段差を解消
するための簡易な乗り上げ台を設置するなど車いす利用者への
配慮も積極的に行っている。

▽ 地球温暖化防止対策及び環境配慮の推進
・電気、水道及び灯油の使用については、節約に努めた。
公園での電気量は照明灯の冬期間消灯する箇所を設定し節電
に努めています。また、大谷地流通団地東側緑地の照明灯は
LED化により節電効果があります。一方もみじ台緑地管理事務所
では、新築工事でLED照明が導入されましたが、強制排気やトイ
レの自動暖房装置等の節電できない電気器具の導入により、今
後は電気代の増加がありますが尚一層節電意識をもって管理し
ていきます。
・車両関係については、アイドリングストップの励行に努めた。
・ゴミ減量のため、ゴミの分別に努め、リサイクルできるものは札
幌市リサイクルセンターへ搬出している。
・事務用品についてはグリーン購入ガイドライン指定品を購入して
いる。
・ＩＳＯ１４００１（環境）認証取得に基づき活動している。
特に公園内では作業中に油漏れ防止などの環境対策を行って
いる。

苦情や意見、要望等へ
公園利用者からの苦
の対応など、あらゆる場 情・要望については適
面において、常に公平・ 切に対応されている。
公正で平等に対応できる
ようにしています。また挨
拶を基本に心がけ、公園
利用者に明るく接するよ
うにしています。気づい
た点があれば教えてくだ
さいと声かけもしていま
す。
ＩＳＯ１４００１に基づき活
動し十分に環境への配
慮ができた。公園照明灯
においては、冬期間の一
部消灯を公園管理者か
ら許可していただき電気
使用量の削減につな
がっています。
当社ＩＳＯの作業所目標
及び札幌市環境法令の
遵守について達成できま
した。

環境への配慮につい
ては、一部公園照明灯
の冬季消灯など、昨年
に引き続き配慮が行わ
れている。

▽ 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、労働関係法令遵守、雇用
環境維持向上）
・管理マニュアルにより業務分担、指揮命令系統、連絡系統を定
めた。
・仕様書のとおり職員を配置するためスタッフの採用にあたっては
公園作業・受付・接客に習熟した実務経験者を優先することとし
た。
・当初の研修計画に基づき職員研修を実施した。

職員・作業員に対しては
管理運営上の教育訓練
を計画通り実施し、十分
に周知徹底することがで
きた。

▽ 管理水準の維持向上に向けた取組
定期的なトイレ清掃のほか、入場者の多い日には現場巡回し、ト
イレなど汚れを点検した。常に清掃ができるようにしている。また、
隔週清掃も夏季の花火が多い時期には、巡回清掃を多く実施す
る取り組みを行った。

公園内のごみ拾いやトイ
レ清掃など、巡回対応が
早いことで常にきれいな
状態を保つことができ
た。放置自転車は地元
警察に連絡し確認のうえ
処理している。

▽ 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）
・札幌市の承認を得た業者に委託し、警備、遊具・施設点検、電
気・水道設備点検補修、及びスライダー施設点検補修について札
幌市内の専門業者に発注した。
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委託業務の管理では、
業務の適正確保から履
行確認まで問題なく実施
できました。

委託による各施設の適
切な点検修理や、公園
内の巡回対応を適切
に行うことにより、公園
の管理状況が良好に
保たれている。

様式３
▽ 札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）
開催回
第１回
４月 7日

協議・報告内容
厚別区内公園及び街路樹維持管理業務代理人会議

第２回
４月 １7日

パークゴルフ各コース役員とオープン日及び連
絡調整について

第３回
５月 １８日

青葉自治連環境部会と青葉中央公園ゴミの
分別について

第4回
１0月 31日

落葉ステーション堆肥づくりについて

第５回
3月14日

公園運営協議会について

公園周辺の町内会、ﾊﾟｰ
ｸｺﾞﾙﾌ会員及び自主事業
参加者と十分な打合せ
ができた。要望について
も公園管理者と協議し、
予算付けしてもらった。
また、公園運営協議会で
は公園利用者の代表と
してAGGREスポーツクラ
ブの参加を得て、今年度
の業務や自主事業の検
証をするとともに修繕の
確認や次年度の取組等
について有意義な協議
会になった。

連絡調整については
協議会にとどまらず、
関係団体等と随時協
議・報告がなされ、適
切に調整が行われて
いる。

＜協議会メンバー＞
もみじ台パークゴルフ各コース役員、青葉自治連環境部会、公
園利用者代表AGGREスポーツクラブ、厚別区土木部維持管理
課、あつべつグリーンパートナー所長・副所長。

▽ 財務（資金管理、現金の適正管理）
・資金管理については指定管理業務、自主事業ごとの区分経理を
実施しており、当グループ代表会社の会計士による外部会計監査
を導入している。
・現金等の取り扱いはグループ独自の「現金取扱規定」に基づい
て管理しており、不祥事防止の取り組みを行っている。

現金取扱規定及び会計
監査により適正に管理さ
れた。札幌市の財務監
査にも適切に対応した。

▽ 要望・苦情対応
・要望苦情対応については管理マニュアルを作成し職員に周知し
ている。早期の対応を行った。

▽ 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）
・アンケート結果は掲示板およびホームページに掲示した。
・要望、意見は「公園利用者からの意見苦情等」に記録した。

（２）労働関 ▽ 労働関係法令遵守、雇用環境維持向上
係法令遵
・施設で働く事務スタッフ・業務スタッフ・専門スタッフに対し、札幌
守、雇用環
市都市公園の維持管理に関する協定書の第8条２に基づき、もみ
じ台緑地等の業務を行うために必要な従事者に支払う賃金の最
境維持向上
低額は8１0円の時給額を支給した。
・施設で働く職員に対し、一週40時間一日8時間を遵守した。
・施設で働く職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）により必要な定めをし、労働基準監督
署に届けた。
・1年に1回定期健康診断等を行っている。
・職員個々が市民サービスの向上、管理経費の縮減に意欲をもっ
て取り組めるように作業効率のアップにつながるよう、創意工夫で
きるような労働環境を整えた。
・第三者委託により実施している業務については、受託者に当該
業務従事者の労働環境にかかわる情報提供を求めた。

3

要望苦情は適正に対応
することができた。

記録については適正に
管理・報告を行ってい
る。自己評価の結果を公
園管理運営に反映して
います。

Ａ
無理無駄のない勤務形
態を計画し、所長以下ス
タッフ全員が運営業務に
責任と自覚をもって労働
意欲の向上に向けて適
切に人員配置を実施す
る事ができました。
3月に専門講師による
マーナー講習会、4月に
弁護士による法・条例の
講習会を実施し、その効
果はありました。

B

C

D

労働関係法令遵守、雇
用環境の維持向上に
ついて、概ね適正に実
施されている。

様式３
（３）施設・設 ▽ 総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
備の維持管 上への配慮、連絡体制確保、保険加入）
理業務
・利用者の安全確保を第一に各維持管理作業については、作業
手順に基づき来園者への安全作業に心がけている。
・救急サポーターへの入会、AEDの設置、日々の公園巡回ハザー
ドチェックリスト実施により安全を確保している。
・損害賠償保険は仕様書に適合したものに加入している。

▽ 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）

Ａ
「利用者が安心して公園
を利用できる安全防災対
策」という基本方針に
沿った維持管理、保守点
検を実施することができ
た。人身事故等の発生
はなかった。

B

C

D

維持管理業務につい
ては、実施計画に基づ
き概ね適正に実施され
ている。
しかし、公園の供用開
始から30年以上が経
過しているため、さらな
る積極的な維持管理
が望まれる。

・草刈り、清掃、警備、保守点検業務について、仕様書に基づき実
施した。
・遊具の補修、水道管の漏水補修、トイレのつまり、照明灯・有料
施設の小規模な修繕を実施した。
・駐車場については、付近住民への迷惑駐車禁止へ向けて、夜間
閉鎖を毎日施錠実施している。

▽ 防災
防災計画を策定するとともに、ＡＥＤを受付に設置している。グ
ループの安全大会を5月9日に実施。防災訓練はスライダー監視
員の新規入場教育と合わせて実施した。毎月のグループ協議会
では、安全パトロールを実施し、防災についても検証した。

（４）事業の ▽ 公園利用に関する学習機会の提供業務
計画・実施業 ・ミズバショウ観賞他
務
4月～8月青葉中央公園の草木の紹介看板設置
・花いっぱい運動
6月7日開催 参加人数 7名
・高齢者障害者向けレクレーション、園芸療法
7月5日開催 参加人数 ８名
・親子凧揚げ教室
8月21日開催 参加人数 ９名
・サッカー教室
10月22日開催 参加人数 36名
・スノーモービル・重機乗車体験
２月18日 参加人数 ５０名

花いっぱい運動では、も
みじ台緑地管理事務所
の新築工事が行われ、
ロータリー花壇が現在あ
りませんが、受付窓口ま
でのアプローチを中心に
コンテナ・プランター花壇
を設置しました。また、大
谷地流通団地東側緑地
の花壇に植栽したほか、
青葉中央公園では地元
自治会と協同で青葉花
壇の土作りから花管理ま
で協力しながら運動しま
した。サッカー教室は元
コンサドーレ曽田雄志さ
んを講師にもみじ台緑地
陸上競技場で行い、ス
ポーツの推進に努めまし
た。
新企画の親子凧揚げ教
室も好評でした。

・公園内ワークショップ（アイスキャンドルの作り方・ウメの剪定講習）
２月18日 参加人数 ５０名

▽ 公園利用に関する情報収集及び提供業務
・ハザードマップの作成配布
花いっぱい運動、昆虫観察会等にて１００部配布
・近隣パークゴルフ場パンフレット配布
受付窓口にて希望者及び管理区域パークゴルフ同好会に配布

公園内のスズメバチ及び
カラスの巣作り箇所の発
見情報や危険と思われ
る箇所の情報等をハ
ザードマップにして利用
者に提供しています。

・掲示板によるイベント情報公開

▽公園利用に関する市民活動及び交流の支援業務
・自然観察会・葉っぱスタンプつくり・ツリーイング体験
７月24日開催 小学生48名

▽公園利用者に関する相談業務

青葉自治会の環境部会
と共同で小学生を対象に
した市民活動を支援して
います。
公園利用者からの植物
管理の相談や犬のしつ
けなどの相談を気軽に話
しかけてもらえるようにし
ています。

・ガーデニング講習会園芸相談会
６月15日開催 参加人数 ８名
・カラスの巣作りについての相談（カラスマニュアル配布）
・犬の飼い主マナー相談
6月札幌市キャンペーン、7月18日犬のしつけ教室

4

Ａ

B

C

D

春から冬まで年間を通
して事業を実施してお
り、小学生からお年寄
りまで幅広い年齢層を
対象として、公園の利
用者増加に寄与してい
る。
また、地元自治会と連
携した事業も実施して
おり、地元の公園利用
に寄与している。

様式３
（５）施設利
用に関する
業務

▽ 利用件数等

Ａ
H27実績 H28計画 H28実績

件数(件)

387

398

341

人数(人）

7740

7960

6820

19

20

18

件数(件)

3609

2960

3513

人数(人）

10827

8880

10539

稼働率(％)

29

25

29

件数(件)

151

100

166

人数(人）

1510

1000

1660

18

13

20

野球場

稼働率(％)

庭球場

陸上競技場

稼働率(％)

H27実績

H28実績

イベント

10

12

学校行事

66

55

その他

190

222

有料施設では、もみじ台
テニスコートのオムニ
コートが人気であり、前
年度に引き続き多くの方
が利用しています。
陸上競技場は、近隣幼
稚園、保育所の運動会
が例年通り開催されたほ
か、近隣高校陸上部や
複数の少年サッカークラ
ブの利用があります。

B

C

D

有料施設の利用件数
については、おおむね
例年通りとなっており、
各公園の魅力が認識
されてきたものと思わ
れる。
今後も自主事業の展
開や適切なPR等によ
り、利用者や稼働率向
上に努めることが期待
される。

公園利用届は.もみじ台
東側緑地、青葉中央公
園、ともに小学校・幼稚
園の遠足の場として利用
活用されている。青葉中
央公園のウォータースラ
イダー入場者数は、今年
度50日間で9,981人と
なった。公園利用届も多
いです。

▽ 不承認 0件、取消し38件、減免 11件、還付 188件
▽ 利用促進の取組
・陸上競技場の使用率を上げるため、各種団体等に大会等の開
催を行えることを認知してもらう提案をしている。
・有料施設予約システムの利用が容易にできるように、登録カード
の申込手続きを積極的に案内することを継続している。

（６）付随業
務

陸上競技場の使用率は
増加傾向にあります。使
用件数は同じでも長時間
使用が増えているためで
す。
サッカー教室及び大会が
行われ、参加者内で会
場使用の認知度が高
まってきていると思われ
る。

▽ 広報業務

Ａ

・ホームページによるイベントの紹介、有料施設等の開放・閉鎖の
お知らせ等掲示し、ホームページの更新は随時行い、アクセス数
は28年度は4,321件となりました。
・厚別区版広報掲載を毎月行っている。
・雑誌社の広報（ママじゃらん、あんふぁん、フリッパー）
・新聞社の広報（北海道建設新聞社、くらしの新聞社まんまる新
聞、北海道新聞社等）
・もみじ台管理センター掲示板への掲載
・各地域まちづくりセンターへ情報提供
・公園内に掲示板を設け情報の発信
・テレビ・ラジオ放送局取材対応

広報活動としては、ホー
ムページや公園掲示板
に早めの情報提供をして
います。また、札幌市広
報厚別区版、新聞社等を
活用しています。公園掲
示板では自主事業の紹
介・施設の紹介のほか、
情報交換の場ともなって
います。ホームページは
公園内の出来事や自主
事業の紹介など季節の
情報をまじえ発信し、興
味を持ってもらえるように
工夫しています。前回の
改訂により見やすくなっ
ていることからアクセス
数は4,321件となります。

▽ 引継ぎ業務
第２公募の２年目終了となります。総括責任者及びスタッフの変更
はなく、引き継ぎは特にありません。
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今後も施設管理運営、自
主事業等のさらなる充実
に向けて継続していきま
す。

B

C

D

HPのアクセス数は前
年並みであることか
ら、HPによる情報発信
が定着してきたようで
ある。また、現地での
看板掲示やメディアや
地域への広報など、情
報発信を精力的に行っ
ている。

様式３
２ 自主事業その他
▽ 自主事業

Ａ

・自動販売機（346千円）
・ドッグラン開催（112千円）
・ハンギング講習会（参加費無料）
・テニススクール（16千円）
・ラジコン大会（11千円）
・野菜の直販（61千円）
・パークゴルフ大会（35千円）
・野外音楽会（参加費無料）
・フリーマーケット（出店料無料）
・レンタルその他（12千円）

自動販売機は天候に影
響し、やや減少した。ドッ
グランは、認知度が上
がってきたことや、近隣
ドッグランの閉鎖から当
施設に来客が増えたこと
で、昨年９５頭に対し今
年は２３９頭の入場があ
り２５２％の大幅の増加
となった。ハンギング講
習会は、ガーデニングや
花苗の植込みに参加す
る市民が楽しみとしてお
り、今後も継続していき
ます。野菜の直売は、フ
リーマーケットと野外音
楽会を組み合わせた「も
みじ台秋の３大イベント」
として定着してきていま
す。
今後は収入増加へ向け
たイベントの充実に向け
て計画していきます。

B

C

D

自主事業については、
自動販売機による収入
が大半を占めている。
ひきつづき、内容の見
直しや情報発信をより
積極的に行い、イベン
トの充実に寄与するこ
とが望まれる。

▽ 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以下の業務について市内業者に発注した。
管理事務所の機械警備
プール遊水路の機械点検整備
電気保安業務
一般ごみびん・缶等の処理
産業廃棄物処理
遊具保守点検整備業務
給水設備点検
無料テニスコート管理業務
・福祉施策では地元まちづくりセンター・自治会と協力して、休憩施設の補修など
高齢者に優しい施設環境つくりを実施しています。

技術を有していて、緊急
対応のできる企業を優先
しています。

３ 利用者の満足度
▽ 利用者アンケートの結果
実施方
法
結果概
要

Ａ

4月から11月まで各公園内にて地域住民利用者、パークゴルフ同
好会、ドッグラン、野球、テニスの施設利用者からアンケート調査
を実施しました。
回答計１０５件
※総合満足度８７％（目標値７５％、札幌市要求水準７０％）
※接遇満足度９０％（目標値８０％、札幌市要求水準８０％）
施設の利便性について・・・管理されている：８５％
施設の美観について・・・・・満足・・・・・・・・・・９０％
イベント講演会について・・満足・・・・・・・・・１００％

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

（公園の維持管理に関わるもの）
〔意見〕もみじ台第４駐車場に家電品が不法投棄されています。
〔対応〕連絡ありがとうございます。当日中に片付けました。
〔意見〕もみじ台の野外音楽会毎年楽しみにしています楽しかったです。
〔意見〕フリーマーケットに参加して毎年にぎやかになり参加してよかった
です。

〔対応〕もみじ台秋の３大イベント楽しんでいただきました。
〔要望〕市民農園に車を乗り付けています。注意してください。
〔対応〕車両進入禁止看板を設置しました。巡回をしながら注意し
ていきたいと思います。
（施設の利用に関わるもの）
〔意見〕ウォータースライダーに来たのですが、とても楽しかった。
〔対応〕ありがとうございます。監視員の接客対応も心掛けていま
す。
〔要望〕青葉中央公園のテニスコート周りの樹木が茂っています。
剪定してください。
〔対応〕支障木については順次剪定して行きます。高木について
は、地元環境部会、公園管理者と協議していきます。
(上記以外に関するもの）
・注意看板は最低限の設置にしますが、利用者が理解しやすいも
のとしていきます。
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隔週清掃のほかトイレ清
掃時に園内のゴミを清掃
することにより、歩行者
からも公園内がきれいだ
と感じてくれています。受
付業務・管理業務スタッ
フへのマナー教育、挨拶
の徹底などの教育も定
着しており、公園利用者・
施設利用者から気軽に
声をかけられるように
なってきています。各種
イベントも利用者が楽し
みにしてくれています。
各種自主事業の実施に
より、公園利用者からお
褒めの言葉をたくさん頂
いておりますが、施設の
利用においては貴重な
意見に基づき安心・安全
な施設づくりに努めてい
きます。

B

C

D

利用者の満足度につ
いては、常日頃の利用
者への対応や維持管
理によって、利用者ア
ンケートの結果におい
て利用者の満足度が
目標値を10％以上高く
なっている。

様式３
４ 収支状況
▽ 収支

（千円）
項目

計画

収入

決算

差

40,341

40,902

561

指定管理業務収入

39,657

40,301

644

指定管理費

34,265

34,265

0

利用料金

5,392

6,036

644

0

0

0

684

601

△ 83

40,307

40,391

84

39,656

39,621

△ 35

651

770

119

34

511

477

34

511

その他
自主事業収入
支出
指定管理業務支出

自主事業支出
収入-支出

Ａ
指定管理費業務収入の
増額はテニスコート利用
者の定着により順調に利
用者数が増えて料金の
増益につながりました。
業務支出については、積
極的に光熱費の節約に
努めましたが新事務所
の冬期間維持光熱費の
増加、労務費・材料の増
加及び施設補修の管理
費が増加しています。

B

C

D

収支は、自主事業の赤
字があるものの利用料
金の増加により利益を
確保している。
今後は、自主事業につ
いては見直し等により
収支改善を図ること、
利用料の伸びによる利
益の増加分について
は、老朽化した施設の
積極的な修繕等に活
用されることが望まれ
る。

利益還元
法人税等
純利益

477
（金額は税込）

▽ 説明
・利用料金収入は、テニス人気の効果があり施設利用客の定着から、計画より
644千円の増となった。
・自主事業収入はドッグランが増収したものの、利用者の伸びがなく、
８３千円の減となった。

＜確認項目＞ ※評価項目ではありません。
▽ 安定経営能力の維持

適

不適

適

不適

維持されている。

▽ 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
・各条例の規定に則り、全て適切に対応した。
・情報公開請求及びオンブズマンの実施調査についての依頼はなかった。

Ⅲ 総合評価
【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

公園の維持管理については今年も、芝生管理や樹木の管理に重点
を置き、枯木の撤去、剪定、刈込等に注意をし、実施できました。
公園利用者や、有料施設利用者の苦情は少なく、満足度は得られ
たと思います。
自主事業・事業計画については、第2期目についても、当初計画通
りに実施することができました。次年度も計画に沿って自主事業の
充実をはかっていきたいと思います。

公園の維持管理作業においては、各緑地全体に高木や老木が
多く、隣接する近隣住民・企業と打合せを行いながら、危険木・
支障木の処理、今後も順次対応していきます。実施にあたって
は、厚別区土木部（公園管理者）と協議しながら計画的に実施し
ていきたいと思います。
また、来年度は新築のもみじ台緑地管理事務所に入居し受け付
け業務を行います。外構工事が平行して行われるため、施設利
用者の妨げにならないよう、案内看板の設置や、外構工事業者
さんとの打合せを行い。トラブルのないよう配慮していきたいと思
います。また、青葉中央公園については、昨年中止となった、木
道の老朽化改修工事を実施していただくこととなりましたが、工
事期間中は公園利用者の立場になって、通路の安全確保や植
物保護等に気を配って公園管理運営に努めてまいりたいと思い
ます。

【所管局の評価】
総合評価

改善指導・指示事項

土木部への苦情も少なく、全体としておおむね良好に業務が実施され
た。特に利用者の多い有料施設や愛好者の多いパークゴルフ場の運
営については、利用者の要望に応え、必要な場合は、土木部との協議
を行い実施している。季節ごとの事業の計画や、地元自治会等との連
携により花壇造成を行う等、近隣との協力体制も定着している。また、
自主事業の広報についても、HPや現地への掲示等が行われている。

管理対象の公園緑地はどれも開設から30～40年程度経過したもので
あることから、今後は施設の老朽化や植物の管理にこれまで以上の注
意が必要であり、より積極的な事前の対応・協議により、利用者への
サービス向上とともに、事故の防止に努める自発的な行動が求められ
る。また、本年度にもみじ台緑地管理事務所の外構工事も完了するた
め、今後は管理事務所の冬の利用も視野に入れた各種事業等の積極
的な展開も望まれる。
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