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指定管理者評価シート
事業名

地域コミュニティ施設運営管理費

所管課（電話番号） 南区市民部地域振興課（582-4723）

Ⅰ 基本情報
１ 施設の概要
名称

札幌市すみかわ地区センター

所在地

札幌市南区澄川4条4丁目4－40

開設時期

平成14年2月14日

延床面積

904.42㎡

目的

地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増進に寄与す
る。

事業概要

（1） 各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリエーション活動の推進、その他必要な事業
を行うこと。
（2） 一般の使用に供すること。

主要施設

ホール、会議室（2室）、和室、実習室

２ 指定管理者
名称

札幌市すみかわ地区センター運営委員会

指定期間

平成26年4月1日～平成30年3月31日

募集方法

非公募
非公募の場合、その理由：当センターが、地域社会に関係の深い団体によって継続的に管理運営されることに
より、地域住民がまちづくり活動に直接参加する機会が作られ、地域住民自らがセンターの管理運営を通して把
握された地域課題の解決に取り組むことによって、地域住民間の信頼関係が築かれ、地域社会における絆の強
化につながることとなる。また、まちづくり活動の担い手の育成に寄与することも期待される。このようなことか
ら、設置目的の実現のために、地縁による団体により設立された団体及び当該設立された団体を主な構成員と
する団体並びに当センター等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による団体の推薦を受けた団
体により、現に良好な管理運営が行われている場合には、継続的に管理運営を行わせるために非公募としたも
の。

指定単位

業務の範囲

３ 評価単位

施設数：１施設
複数施設を一括指定の場合、その理由：
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）

統括管理業務
施設・設備等の維持管理に関する業務
事業の計画及び実施に関する業務
施設の利用等に関する業務
前各号に掲げる業務に付随する業務

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）統括管理 ▽ 管理運営に係る基本方針の策定
業務
▼ 地域コミュニティセンターとして「地域住民のコミュニティ
活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域
住民の福祉の増進に寄与する」という理念のもと、「利用者
側に立った接遇や対応」、「公平で確実な受付事務」、「4年
間を見通した管理運営」を経営の重点として管理運営にあ
たった。
▽平等利用に係る方針等の策定と取組実績
▼ 「利用者・利用団体が公平で公正な利用ができるようセ
ンター条例や協定書に基づき運営にあたる」ことを基本方
針とし、受付け方法や団体の承認等については、提示され
ているマニュアルに沿った運用の徹底を図り業務を遂行し
た。
▼ 講座や事業の情報については、広く等しく行き渡るよ
う、センターだより を毎月発行し、ホームページにも掲載す
るとともに、広報さっぽろや地域ミニコミ誌も活用した。
▼ 一般利用団体や開放利用者への周知文書を必要に応
じて発行し、申込みやキャンセル制度、省エネや利用方法
について周知し、公平で公正な利用についての取り組みを
図った。
▽ 地球温暖化対策及び環境配慮の推進
▼ デマンドモニターを導入し、職員に「電力の見える化」を
実施しながら、こまめな照明の入り切りを心がけ、電力の
削減に努めた。
▼ 冬季暖房運転を基本的に「タイマー運転」をすることに
切り替えて「省エネ」への挑戦を試みた。
▼ 利用者には「省エネ」に対しての理解を促し、協力をお
願いした。また、利用が終わった部屋は、職員がすぐに巡
回し、電気や暖房の消し忘れなどをチェックした。
▼ 使用済み用紙の裏利用や新聞等は町内会の資源回
収に協力し、使用済み物品でリサイクルマークのついた物
品はリサイクル回収に出した。
▼ 事務用品や洗剤などはグリーンガイド製品の購入を心
がけた。
▼ 市から依頼を受けたものも含め、環境に関するポス
ターなどは必ず掲示し、使用者への啓発を行った。
▽ 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）
▼ 管理運営の組織については、協定書に基づき組織と配
置を行った。
▼ 日中の常勤職員3名と、夜間パ ート職員の5名体制に
より、業務分担の明確化や効率化を図り、業務遂行も円滑
に行われた。また、業務の平準化や労働環境の改善を
図った。
▼ 今年度もパート職員のほか、シルバー人材センターに
も簡易業務の委託をし、業務分担の明確化や効率化を図
る体制をつくった。
▼ 業務研修（個人・全体）を通し、資質の向上や協働意識
の醸成を図った。

▽ 管理水準の維持向上に向けた取組
▼ 受付業務や接客、施設管理について、研修を通して業
務遂行の習熟を図った。
▼ 朝の打ち合わせや夜間パート職員への引き継ぎ、ま
た、業務日誌による引き継ぎ、更に職員への周知文書(必
要に応じ）により、確実な管理業務や受付事務を行い、水
準の維持向上に努めた。
▼ 日常の点検・整備を確実に行い、 「安全衛生週間」を
設けるなど、安全管理の徹底を図った。
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所管局の評価

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
三つの重点を設定し、職員研 適切に実施さ
修などを通して理解や業務遂 れている。
行能力を高めることにより、利
用者からも信頼され、全体とし
ては順調な管理運営ができた。

「利用申し込み」や「キャンセ
ル制度」の事務手続きや使用
時間など、どの利用者にも公平
で公正な対応を行っており、「信
頼できるセンター」としての評価
をされた。
センターの様々な情報は、セ
ンターだよりやホームページ、
地域ミニコミ誌などにより、広く
等しく行き渡るように力を入れ
てきた。利用者へのアンケート
結果からも情報伝達は、効果的
に表れてきている。
デマンドモニターの導入はと
ても有効であり、結果、電力の
節減につながった。また、職員
に対しては昨年までに引き続
き、「多目的ホールの水銀灯の
付けるタイミングや一度に点灯
する本数（分散点灯）等」の研
修を行い実践した。
暖房のタイマー運転にも取り
組んでみたが、結果有効であり
「省エネ」へとつながった。今後
も「省エネ」に関しての意識を利
用者と共に高め実践していきた
い。

平成28年度は、館長をはじめ
職員の異動はなく、大きな業務
分担の変更等もなかったので、
業務の整理統合や各職員のス
キルアップを目標に、業務にあ
たることができた。
業務に精通するための職員
研修を重ねながら、職員資質の
向上に努めると共に、休暇の取
得がしやすくなるような働きか
けを行い、労働環境改善を意識
して運営にあたることができた。

平成28年度は、大きな事故や
トラブルはなかった。
職員の資質向上へむけての
研修は、「接客対応力の向上、
業務力のスキルアップ、トラブ
ル回避へむけての対応」等々に
ついて、全体及び個別に努力を
重ね、隔月研修を行いながら運
営にあたってきた。

準の維持向上に努めた。
▼ 日常の点検・整備を確実に行い、 「安全衛生週間」を
設けるなど、安全管理の徹底を図った。

ル回避へむけての対応」等々に
ついて、全体及び個別に努力を
重ね、隔月研修を行いながら運
営にあたってきた。

▽ 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）
▼ 第三者委託は、下記業務を委託し、仕様書及び要求水
準に基づき指導・監督を行い、立会いや検査を通して適正
化を図っている。
・ 清掃業務
第三者に対する委託業務等
監督
作業中に見回り確認
の契約は、札幌市契約規則及
履行確認 清掃計画、使用物品等の確認書提出
び札幌市物品 ・ 役務契約等事
清掃業務日誌、完了届の提出、立会い検 務取扱要領に準じている。
査
業務に対する管理・監督は、
特に清掃業者と除排雪業者と
・ 特別清掃業務
は、直接、館長が懇談を行いな
監督
作業中に見回り確認
がら適正な業務にあたらせた。
履行確認 立会い検査
また、どの契約業者も、業務
仕様書に沿った確実な業務を
・ 警備業務
し、指導したり改善を図ってもら
監督
警備業務日誌の提出
うことなく業務を完了した。
履行確認 機械保守 ・ 巡回記録の提出
各種報告書や記録等につい
ても遅滞なく提出されたことによ
・ 除排雪業務
り業務を円滑に行うことができ
監督
除排雪指示、確認
た。
履行確認 除排雪の日報、月報、完了届の提出
立会い検査
・ 消防設備保全業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 点検実施計画書の提出及び消防法に
よる点検報告書と消防署報告書類
・ 自家用電気工作物保安管理業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 点検実施計画書の提出
電気事業法等に基づく点検報告書提出
・ 自動ドア保全業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 点検実施計画書と報告書の提出
・ ガスヒートポンプ保全業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 点検実施計画書と報告書の提出
・ 舞台装置保全業務(ステージ）
監督
作業中に見回り確認
履行確認 現場確認
・ 建築設備点検業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 現場確認
・ 外溝緑地管理業務
監督
作業中に見回り確認
履行確認 立会い検査
・ 案内、 受付業務委託
監督
職員とともに就業
履行確認 就業報告書の提出
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▽ 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

協議・報告内容
①平成28年度すみかわ地区センターの運営に
第1回
ついて（方針・事業・予算等）
6/28
②
文化祭や運営についての意見交流
（全体会）
第2回 ①地域振興課からの連絡等
9/12 ②各施設運営の交流
（館長会） ③その他情報交流
①節電・省エネについて
第3回 ②運営状況について
12/20 ③文化祭の開催状況や利用者目線からの運営
（全体会） について意見交流
第4回 ①地域振興課からの連絡等
②各施設運営の交流
3/8
（館長会） ③その他情報交流

平成28年度の運営協議会は
計4回開催し、そのうち1回目と3
回目は全体会として、センター
の管理運営全般に対し利用者
代表から意見を頂戴し、より良
いセンターづくりへの参考とし、
地域振興課からは広い視野で
の示唆をいただいた。
2回目と4回目は「南区コミュニ
ティ施設館長会議」として札幌
市と指定管理者のみで開催し
た。会議では、各センターの管
理運営や課題などを交流するこ
とにより、南区全体の施設運営
の統一性や連携が図られ大変
参考になった。

＜協議会全体会メンバー＞
運営委員会 会長、担当副会長
地域代表
前澄川連合会会長
利用者代表 男性1名 ・ 女性２名
その他
地域振興課職員(課長・係長・担当）
運営委員会事務局員(3名）

▽ 財務（資金管理、現金の適正管理）
▼ 会計運営は「<実費弁償による事務処理の受託等>に
該当する会計」として行っている。
▼ 資金管理は、平成28年度の収支計画書（市提出）に基
づき、月ごとに会計帳簿 ・ 財務諸表 ・ 試算表等で確認し
ている。 また、当運営委員会監査により、中間監査や年度
末の本監査を実施している。その結果を委員会や総会にて
報告し承認を受けている。
▼ 日常の現金の取り扱いについては、当委員会現金取
扱規程により、現金日計票及び小口現金出納帳に記載し
現金の出入りを管理記録している。
▼ 現金は、取扱者と確認者により複数で行うこととしてい
る。
▽ 要望・苦情対応
▼ 事業や講座の終了時や年度末に利用者を対象にした
アンケートを実施し、運営の参考にしている。
▼ 利用者や事業の参加者からの意見や要望について
は、その都度職員で検討し解決を図った。
▼ 窓口での対話や開放時の見回りなど、利用者との交流
を図りながら要望や意見を早目に察知し改善に努めた。
▼ 直接窓口での苦情はなかったが、間接的に当センター
利用者から市窓口等へ要望等があったことを伺い、その後
の対応で未然に解決することができた。

資金管理は、実費弁償会計を
踏まえ計画通りに遂行できた。
また、当運営委員会監査及び
札幌市の業務監査では指導事
項はなく、適切に処理・管理す
ることができている。

利用者からいくつかの要望の
声はあったが苦情にはなってい
ないことから、日頃から利用者
を大切にする気持ちや、改善を
図ろうとする姿勢が評価されて
いる結果と考える。
今後も要望があった場合につ
いては、関係部局との連携をと
り、早目に解決する姿勢を大切
にしていきたい。また、職員の
共通理解を図る機会や研修を
通して、接客や対応能力の向
上に努めていきたい。

▽ 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）
▼ 協定書にある記録・帳票については全て整備し、必要
に応じて報告・提出している。
▼ 札幌市による検査や運営協議会等で指摘や要望の
あった場合は、直ちに改善を図るようにした。
▼ セルフモニタリングについては、利用者満足度アンケー
トを含め各業務についても実施し、館内に掲示し公開して
いる。
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記録や帳簿、帳票の整備、札
幌市への報告については、か
なりきめ細やかに行っていると
考える。
また、今後も業務の効率化
や、職員の意識の向上に向け
た取り組みを進めていきたい。

また、今後も業務の効率化
や、職員の意識の向上に向け
た取り組みを進めていきたい。
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▼ 事業や札幌市が要求する報告等については、予定通り
行うことができた。
▼ 事業評価については、各事業が終わるごとに担当職員
が報告書を作成し、職員全体で評価・反省し次に生かすよ
うにしている。
（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
▼ 職員の採用や雇用については、関係法令や市からの
要求水準に基づき、運営している。
▼ 常勤、パート職員を問わず有給休暇の取得を奨励・推
進し労働環境を整えるよう努めた。
▼ 隔月の職員全体研修や個別研修などを通して受付業
務等のレベルアップを図ったり、交流を通して仲間としての
信頼関係を醸成するなど、雇用環境の向上を図った。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
全職員が納得しての勤務のシ 適切に実施さ
フトとなるように、各職員の予定 れている。
や年休取得希望等を配慮して
の勤務及び雇用環境に努めて
いる。

（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）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
適切に実施さ
れている。

▼ 安全確保のため、職員による日常点検（朝と利用後）
や定期点検を行っている。
▼ 第三者委託業務による各点検で修繕等を指摘された
設備等については直ちに対処している。
▼ 利用者のケガや事故、体調不良等が起きた場合の緊
急対応の仕方を職員研修で行っている。
▼ 消防訓練の実施や救急法の研修を全職員が行い、緊
急時に対応できるように努力している。
また、平成28年度は防火対象物点検報告特例認定の年
にあたり、消防の立ち入り検査を受け認定も更新された。
▼ 市民サービスの根幹として、利用者・利用団体に公平
で公正な利用ができるよう職員業務研修をするとともに、セ
ンター利用案内を「センターだより」、「HP」等で随時発信し
ている。
▼ 事業や講座では、必ず連絡先や担当者を周知したり、
職員連絡網や当運営委員会の役員連絡網、関係機関連
絡先、センター委託業者一覧等を作成し、職員全員が適切
に対応できる体制をとっ ている。
▼ 保険の加入については、市の要求水準に沿った施設
賠償責任保険、併せてマネー保険も加入している。
▼ 講座や事業中で起きる万が一の事故のため、当セン
ター主催のものに関しては保険に加入して実施している。

利用者の安全確保に関して
は、日常的に情報交換や意思
の疎通を行い、全職員で最重
要課題として取り組むことがで
きた。
緊急時の対応に関しては、全
職員が迅速に正確に丁寧にで
きるよう研修を重ねている。
毎月手づくりで発行している
「センターだより」が地域の情報
源として浸透してきていることか
ら、「コラム」を活用したり活動
様子を写真掲載したりしなが
ら、また市民サービスの状況や
運営に関することなどにも触れ
るなどして、多岐にわたる情報
紙として活用している。
保険対応は、毎事業・講座で
実施している。

▽ 施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修繕、 施設 ・ 設備等の維持管理を
備品管理、駐車場管理、緑地管理等）
指定管理の4年を１サイクルと
し、見通しをもって管理に努め
▼ 清掃業務
ている。
・ 日常清掃、定期清掃（年2回 5月・11月）
特に、多目的ホールの床は
・ 特別清掃業務
傷、汚れが目立ってきているた
実習室レンジフード、調理台クリーニング
め、次年度から定期清掃におい
各室空調フィルター及び排水管清掃（3月）
て、ホール床の保全のため「樹
脂ワックス」から「水性ウレタン
塗料」への変更を検討してい
る。 施設の清掃状態は、利用
▼ 警備業務
者の評価に直結するため十分
・ 機械・巡回警備（毎日夜間1回）
配慮していきたい。
・ 警備機械点検（毎月1回）
館内・トイレの清掃等について
は、利用者から高い評価を得て
いる。
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館内・トイレの清掃等について
は、利用者から高い評価を得て
いる。
▼ 保守点検
・ 消防用設備等点検業務
消火器具、自動火災報知設備等
年2回（8月、2月）
・ 自家用電気工作物の保安管理業務
受電設備及び構内電線路他 年次点検（5月）
受電設備及び構内電線路他 月1回（各月下旬）
・ 自動ドア保守点検業務
年4回（6、9、12、3月）
・ 舞台装置保全業務
多目的ホール舞台装置ステージ点検
年に1回（8月）
・ ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）保守点検業務
年1回（9月）の点検及び、必要に応じ保守点検
▼ 修繕
・ 今年度行った設備の修繕及び取替箇所は、
駐車場の水銀灯の交換及び点検
屋外散水栓漏水修理と点検
消防設備多目的ホール誘導灯取替更新工事
消防設備廊下光電式煙感知器交換
屋外掲示板漏電修理及び電気機器交換
備品庫棚修理
・ 建具などの簡単な修繕は、職員が館内点検時に
行った。
▼ 備品の管理
・ 机、コートハンガー等、軽微なものは職員が修理した。
▼ 駐車場の管理
・ 混雑する日や事業がある場合は、交通整理をし、安
全確保と路上駐車はさせないようにし た。
・ 図書館利用者が利用する場合は、必ずセンターに声
をかけてもらうよう要請した。
・ 冬期は駐車上に雪を堆積するため、駐車スペース確
保と安全に除排雪に配慮した。
▼ 外溝緑地管理業務
・ 樹木のスズメバチ対策の害虫駆除実施
・ 時期に合わせ花壇の整備を行った。
（年2回 球根や花の植え替え・草刈）

保守点検については、日常点
検を確実に行い安全管理に努
めた。また、点検等で指摘され
た事項については、修理や取
替を迅速に実施できた。

設備や備品の不備により安全
が損なわれたり、利用者に迷惑
が掛からないよう修理修繕を
行った。
利用者が直接使うものについ
ては、今後も使用前後の点検・
整備を細やかにしていきたい。
実習室の冷蔵庫を買い替え
たことは、利用者から好評であ
り感謝された。
利用者からの要望が強かった
トイレで使用する靴を履いたま
ま用が足せる「ジャンボスリッ
パ」の試験購入と利用は好評で
ある。
駐車スペースの確保に関する
誘導をはじめ、職員による除雪
など、利用と安全に配慮するこ
とに努めた。
利用者からも除排雪がこまめ
に行われ安全であること、ま
た、植栽に関しても同様に評価
されている。
四季折々の花壇の手入れ（冬
季は除く）は、利用者から好評
を得ている。

▽ 防災
▼ 防災計画に基づき、消防計画の変更点などを消防署
に提出、報告するとともに、危機管理に対応できるように研
修や訓練を行った。
・ 消防計画に基づき消防訓練実施
・ パート職員やシルバー職員も含め、救急法やＡＥＤ
研修を実施(3月）
・ 緊急連絡網や関係者・関係団体名簿を作成配付
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緊急時の対応マニュアルの作
成や連絡一覧の作成、適切な
訓練や研修を行うことにより、
危機管理意識が保たれた。
小さな事故や出来事などでも
館長への報告と共に職員間の
情報共有を行った。

様式

様式
（4）事業の計 ▽ 区民講座に関する学習機会の提供業務
画・実施業務
受講者 受講者
講 座 名

回数

シニアのPCⅠ
～ワードの基本～
シニアのPCⅡ
～ワードの活用～

1

計画
人

実数
人

達成率（％）
受講
者数

理解度 満足度

6

10

10 100 100 100

5

10

10 100 100 100

～ワードで表の活用と年賀状～

5

10

10 100 100 100

4

唱歌・叙情歌を歌おう

6

20

20 100

5

みんなの健康体操
～コアエクササイズ～
みんなの健康体操

6

20

16

～姿勢改善ｺｱｴｸｻｻｲｽﾞ～

5

18

24 133 100 100

7

みんなの健康体操
～代謝ｱｯﾌﾟｺｱｴｸｻｻｲｽﾞ～

6

18

24 133 100 100

8

住民企画講座
初夏のビーズアクセサリー

1

8

若石式足もみ健康法

3

20

18

2

12

12 100 100 100

4

20

12

60 100 100

6

12

9

75 100 100

5

12

6

50 100 100

6

18

13

72 100 100

1

30

34 113 100 100

2

シニアのPCⅢ

3

6

9
10
11
12
13
14
15

住民企画講座

ゆかたの着付け講座
住民企画講座

懐かしの歌を歌おう
生活に役立つエクセル講
座
生活に役立つエクセル講
座
Windows10
インターネット活用講座
地域まちづくり講座
災害に備えて

94 100

80 100 100

9 113

89 100

講座は、受講者から再度開催
の要望を受けた「みんなの健康
体操」をシリーズ化し3回開催し
た。結果、計画を上回る15講座
を実施した。
内容としては定期講座、まち
づくり講座、住民企画講座をバ
ランス良く実施できた。
達成率においては、受講者数
不足の講座があり未達成もあっ
たが、年間平均ではすべての
項目で達成することができた。
設置目的である地域住民の
生涯学習の普及振興を図ること
が十分できたと考える。

90 100 100

計

67 238 227 94.6 98.9 100.0
※ 各講座の達成率目標値は受講者80％、理解度80％、
満足度80％としている。
▽ 地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務
参加者
計画

事 業 名

参加者
実数

達成率

シニアサロン事業

20

15

75%

2

夏休み子ども寺子屋

20

23

115%

3

演奏会 北海道大学連合吹奏楽団と共催

100

144

144%

4

秋の芸術展

700

1,040

149%

5

第15回 文化祭

500

604

121%

6

卓球お楽しみ交流会

24

16

67%

7

冬休み子ども寺子屋

20

30

150%

8

囲碁交流会

24

20

83%

9

ウォームシェア事業

100

68

68%

200

283

142%

1,708

2,243

111%

1

オータムコンサート

懐かしの映画会
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開館15周年記念事業

大平まゆみｳﾞｧｲｵﾘﾝｺﾝｻｰﾄ

計

事業は、当初計画にあった9
事業のほか、他の団体との共
催事業を実施し、計画を上回る
10事業を実施した。
参加者達成率においては未
達成の事業もあったが、達成率
の高い事業も多く、年間平均で
は目標達成率を満たすことがで
きた。
また、平成28年度はセンター
15周年にあたり、記念事業とし
て開催した「大平まゆみヴァイ
オリンコンサート」は満足度が
非常に高く、「地域住民に喜ば
れる良い演奏会であった」との
声も多く聞かれ、運営としても
良い企画の事業ができたと満
足している。

※ 各事業の達成率目標値は参加者計画の80％としてい
る。
▽ 施設開放事業（無料）に関する業務
開 放 名

回数

利用者
予定数

利用者
実数

充足率

1

卓球開放

98

711人

603人

84.9％

2

バドミントン開放

59

680人

705人

103.7％

3

囲碁開放

98

1,488人

1509人

101.5％

4

将棋開放

100

626人

546人

87.3％

計

355

3,505人

3,363人

96.0％

（前年度参考）

346

3,553人

3,396人

95.6％
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施設開放事業は、空き室の活
用、地域住民の交流や余暇の
有効利用、健康増進に運動を
する場の提供として役立つこと
ができた。
また、バドミントン開放利用者
が、貸室利用をするきっかけに
もなり利用拡大としても効果が
あった。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
適切に実施さ
れている。
区民講座につ
いては、受講者
数、理解度、満
足度が総じて高
く評価できる。ま
た、地域住民の
交流等について
は、特徴的な取
組として、小学
校の夏休み・冬
休み時期に、地
域の小学生に学
習・交流の場を
提供する「子ども
寺子屋」を実施
しており、児童に
好評で地域にも
定着した事業と
なっており評価
できる。

様式
（5）施設利用 ▽ 利用件数等
に関する業務

ホール

会議室

実習室等

その他
（和室）

計

H27実績 H28計画 H28実績

件数（件）

903

889

949

人数（人）

19,599

19,295

19,886

稼働率（％）

79.9

78.7

80.3

件数（件）

1,347

1,326

1,282

人数（人）

11,785

11,602

11,154

稼働率（％）

62.0

61.0

59.0

件数（件）

344

339

347

人数（人）

3,278

3,227

3,133

稼働率（％）

32.4

31.9

33.1

件数（件）

650

640

677

人数（人）

5,754

5,665

5,633

稼働率（％）

61.6

60.6

64.6

件数（件）

3,244

3,194

3,255

人数（人）

40,416

39,789

39,806

59.6

58.7

59.2

稼働率（％）

▽ 不承認、取消し、減免、還付
不承認
取消し
0 件
減免
0 件
ｷｬﾝｾﾙ還付 2 件
（ 半額 2
ｷｬﾝｾﾙ徴収 13 件
（ 半額 8
（清算有 0
変更
20 件
取り下げ
3 件

0

平成28年度は、利用団体の
撤退が予想され、利用料金及
び利用率、利用人数が下がる
見通しでいたが、南区内の公共
施設の改修工事により当セン
ターを利用するサークルがあり
急激な稼働率の低下はなかっ
た。
また、サークル規模の縮小に
伴い、利用を「区分借」から「時
間借」に変更し活動回数を維持
するサークルも出てきている。
今後も、利用サークルの維持
運営の相談を受けながら、新規
利用の拡大をセンターだより等
で促していきたい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
適切に実施さ
れている。

件

件・全額
0 件）
件・全額
5 件）
件・清算無 20 件）

▽ 利用促進の取組
▼ センターの貸室利用状況や空き室情報を「利用一覧
表」にして館内の玄関に掲示、ホームページ等でも同様に
随時知らせている。利用稼働率が上がるほど利用希望の
競合がおきる可能性が高くなるため、確かな利用案内に努
めた。
▼ これまで同様、センターだよりやホームページ等で、貸
室や講座・事業、利用サークルの紹介、イベントなどを掲載
し利用促進に努めた。また、講座・事業は個別に配布用チ
ラシを作り宣伝をした。

（6）付随業務 ▽ 広報業務
▼ リーフレットを受付に常時配備
▼ 広報さっぽろ、STVデータ放送への講座 ・ 事業の掲載
▼ 「センターだより」を毎月発行し、館内配置のほか
地域内に全戸回覧
▼ 講座・事業の個別チラシを作成し、館内配置・配布
▼ 地域のミニコミ紙への講座 ・ 事業の掲載
▼ ホームページの運営
ＨＰアドレス：http://www.sumikawa-chikucenter.jp
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貸室や空き室状況などを一覧
表にし掲示することで、問い合
わせや相談にもすぐに対応で
き、効率的に窓口業務を進める
ことができた。
また、センターだよりやホーム
ページ等で広報活動を行い、利
用促進に努めたことにより、新
規利用やサークルへの加入者
がおり成果が出ている。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
「広報さっぽろ」と共に「セン
適切に実施さ
ターだより」が地域の情報源に れている。
なっていることから、毎月発行
するセンターだよりのメッセージ
も「読んでもらえる便り」となるこ
とを目指して発信している。ま
た、写真なども取り入れ工夫し
た掲載をこれからも発信してい
きたい。
また、ＨＰも、閲覧回数が増
え、「空き室状況」「開放事業の
変更・中止」を見て利用されて
いるようだ。今後は、HPからの
予約に関しての検討と試行を試
みていきたい。

様式
２ 自主事業その他
▽ 自主事業
▼ 本業務を遂行するため自主事業は行っていない。
▽ 市内企業等の活用、福祉施策への配慮等
▼ 市内企業等の活用については、地域、区内、市内の順に物品 購
入、修繕などを発注した。
▼ 印刷物は障がい者就労継続支援事業団体に依頼している。
▼ 前年度に引き続き、地域の障がい者支援団体が当センターを使
い、自作の絵画展示をする際、センターだよりに鑑賞案内を掲載し、
活動の支援をしている。
３ 利用者の満足度
▽ 利用者アンケートの結果
実施方法 セルフモニタリング 回答者 計 1,364人
・センター利用者（サークル、他）
実施期間 平成29年1月19日～2月24日
実施人数 センター利用者 759名 内 回答者 569人
・講座・事業アンケート
実施期間 講座・事業終了時
実施人数 講座受講者
227名 内 回答者 197人
事業参加者 2,243名 内 回答者 598人

結果概要
セルフモニタリング 回答者1,364人
満足

←

良い

←

悪い

4

3

2

1

0

総合的満足度

59.0%

34.7%

4.1%

2.1%

0.1%

職員の接遇

70.2%

20.4%

9.2%

0.2%

0.0%

講座の満足度

78.6%

17.7%

3.7%

0.0%

0.0%

理解度

39.0%

38.6%

19.5%

2.4%

0.5%

事業の満足度

72.1%

21.8%

5.8%

0.2%

0.2%

貸室の満足度

61.9%

28.2%

6.3%

3.7%

0.0%

館内の清掃

73.7%

19.9%

6.2%

0.2%

0.1%

回答
質問

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
適切に実施さ
れている。
福祉施策への配慮として、福
祉団体に業務を依頼したり、諸
活動を支援していく姿勢は今後
も続けていく。

センター利用者、講座受講者
及び事業参加者のアンケートか
ら、「職員の接遇」や「館内清
掃」については高い評価を受け
ている。
また、講座及び事業の満足度
から、講座や事業の内容等に
ついても評価を受けている。

広報媒体として「地区センター
だより」が定着してきており、講
座や事業についての情報源と
なっている。今後も更なる紙面
の充実を求めていきたい。
また、他の広報媒体にも掲示
等も含め工夫していきたい。

※四捨五入の関係で、合計しても100にならない場合がある
情報を得た広報媒体の割合
広報さっぽろ
ミニコミ誌
知人の紹介
ｾﾝﾀｰだより
ＨＰ
その他

講 座

事 業
35.3%

6.5%
15.8
%
0.9%
5.6%

0

20

40

52.6
%

広報さっぽろ
ミニコミ誌
知人の紹介
ｾﾝﾀｰだより
ＨＰ
その他

60

25.6%
8.7%
21.9%
43.4%
1.7%
17.8%

0

100

※ センターだよりは町内回覧をしている

要求水準（札幌市指標）
総合的満足度、職員の接遇、講座の満足度、事業の満足度
貸室の満足度、館内の清掃、1以上が80％
総合的満足度
職員の接遇
講座の満足度
理解度
事業の満足度
貸室の満足度
館内の清掃

良い（1）以上が
良い（1）以上が
良い（1）以上が
良い（1）以上が
良い（1）以上が
良い（1）以上が
良い（1）以上が

99.9
100
100
99.5
99.8
100
99.9

％
％
％
％
％
％
％

いずれの項目も、要求水準の目標値以上の評価を頂いた。
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職員の努力が結果に結びつ
いていると捉える。この結果を
共有すると共に、少数意見にも
耳を傾け更なる運営努力をして
いきたいと考える。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
利用者の満足
度は良好であ
る。
特に、要求水
準を定めている
項目について
は、全ての項目
で要求水準を10
ポイント以上超
える数値となっ
ており、大変評
価できる。

様式
利用者 ▼利用に関する制度や施設 ・ 設備に関する意見・要望
からの意 【要望】 冬季のホールが寒いので暖かくしてほしい。
見・要望 【対応】 タイマーによる暖房操作を試みる。外気の寒さや
とその対
時期、更には利用内容に応じて常勤職員がタイマ
応
ー及び設定温度をも細かく調整しながら対応した。
手動での入切よりも効率よく、操作も簡単になり
職員も暖房に対して過敏に気を使うことも減り、
利用者からは、昨年までより暖かくなったと喜ばれ
た。

【要望】 トイレにエアータオルをつけてほしい。
【対応】 所管関係者と相談の上、ジェットタオルを設置す
る。利用者には大変喜ばれ、特に大人数での
利用日で活躍している。

【意見】 卓球やバドミントンサークルのメンバーから、靴を
履いたままでトイレを使用できる、ジャンボスリッ
パの購入を要望される。
【対応】 数年来の要望であったが、試行として男女のトイ
レ
各１足ずつ購入し使用することとした。
利用者からは大変好評で、各人からお礼を言われ
るなど今後も活用を余儀なくされる好反響である。
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意見や要望があった場合に
は、内容や状況を把握検討し、
センター内での適切な対応を行
うとともに、内容によっては関係
部局との連携をとりながら対処
していくことができた。
今後も「利用者目線」を心が
け、利用者との日常会話の中
から要望や要求を把握し、円満
に対応した業務を遂行していき
たい。

様式
４ 収支状況
▽ 収支

（千円）
項目

Ｈ28計画

差

Ｈ28決算

21,102

21,235

133

指定管理業務収入

21,102

21,235

133

指定管理費

15,424

15,424

0

利用料金

5,000

5,130

130

678

681

3

0

0

0

21,018

21,131

113

21,018

21,131

113

0

0

0

収入-支出

84

104

20

利益還元

0

0

0

法人税等

0

0

0

84

104

20

収入

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

純利益

【参考】
指定管理業務による利益還元

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
適切に実施さ
れている。
指定管理業務
による利益還元
については、経
費節減等により
生じた余剰金を
利用者の利便性
を高めるため、
設備の充実や備
品購入に活用し
ており、評価でき
る。

H28決算

内容

487 下記のとおり

▽ 説明
▼ 指定管理業務収入
・ 今年度の利用料金は、計画より130千円の増となり、予定より若干
上回った。
・ その他の収入としての講座等の収入は、中止となった講座、定員
を割った講座などがあり、その代替え、補填として好評であった講座
を追加しほぼ予定通りの収入を得ることができた。
・ 収入全体としては、計画より133千円上回った。

▼ 指定管理業務支出
・ 業務支出の人件費、事業費はほぼ予定通りの執行となった。
・ 管理費においては、光熱水費など前年度同様に省エネに励み、
計画より288千円節減でき、他の経費についても見直しを行いな
がら執行し予算を若干下回るものもあり、経費の節減分と予算の
残額を利用し、設備の充実、市備品の入替え、補充を行った。
・ 支出全体としては計画より113千円増となり上回った。
▼ 指定管理業務による利益還元
・ 収入益及び光熱水費の省エネ節減分、予算の残額を活用し
設備の充実、市備品の入替え、補充を行い487千円を支出した。
設備の充実：トイレジェットタオル3台、
市備品の入替え：冷蔵庫、給湯室用品、座布団（和室）
折りたたみ椅子（和室）、事務室椅子
新規備品（利用者希望の備品）：コートハンガー2台（男女更衣室）

▼ 結果、収支は差引き104千円の差額が生じ、純利益となった。
▼ 法人税等は、当会計が法人税基本通達15-1-28≪実費弁償によ
る事務処理の受託等≫に該当していることから、平成26～29年度まで
の税金の申告が免除となっている。
※ 自主事業は、本業務遂行のため実施していない。
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収入は、利用料金、その他の
収入がいずれも計画より若干
上回り、安定した運営ができ
た。
特に、その他の収入について
は予定収入を得ることにより、
講座事業を充実することができ
た。
次年度も、貸室、講座等の利
用が上がるような工夫を更にし
ていきたい。
支出は、随時、経費の見直し
を行いながら執行した。
今年度も利用者の協力を得な
がら光熱水費の節減ができ、節
減分を再配分し、設備の充実、
市の備品入替え、補充、さら
に、利用者の希望の新規備品
等を購入するなど、有意義に使
うことができた。
今後も、必要経費を見極め、
先を見通しながら、運営してい
きたい。

様式
＜確認項目＞ ※評価項目ではありません。
▽ 安定経営能力の維持
▼ 安定した経営をするために、今年度も「収入の確保」と「経費の
縮減」「人材育成と労働環境の向上」を重視して運営にあたった。
▼ 収入の確保としては、現状の維持と夜間利用の増加に努めた。
▼ 講座等の運営も、受講者のニーズに合った講座内容を実施する
ことや、より受講生の要望や能力に応じた講座になるように配慮
することで、集客力を上げていく努力を行った。
▼ 経費の縮減については、光熱水費など省エネの励行を進めること
はもとより、経費の見直しを図りながら進めた。
▼ 人材育成と労働環境の向上については、窓口、講座、事業等の
業務の理解を深め、接遇などの研修を通して確実な業務ができる
よう職員の資質の向上に努めた。また、勤務体系や有給休暇の
取得も配慮した。
▼ これまで同様、余剰金が出た場合には、講座・事業、市の貸与
備品の更新（購入）や施設・設備の改善（修繕等）に配分し、利用者
や札幌市の利益に寄与していきたい。

▽ 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,
▼ 個人情報については札幌市個人情報保護条例の定めるところに
より、適正に行っている。
・ 貸室申請書、講座受講者名簿、事業参加者名簿、利用団体登録
書、施設使用申告書等は一括管理し、施錠できる書庫で保管・管理
している。
・ マイナンバー制度が平成28年1月1日から実施され、マイナンバー
の関係書類は重要機密として取り扱い、常時施錠保管としている。
・ 文書の廃棄においても個人情報に十分留意し、シュレッダー処理
パソコン、記憶媒体等からの削除を確実に実施している。
・ 利用サークルの問い合わせ等については、基本的にはセンター
が窓口となり、第三者からの問い合わせには、サークルの担当者
本人の承諾を得てから連絡先等を伝えるを厳守している。
・ パソコンは順次更新し、セキュリティソフトを 入れウィルス対策を
している。
以上、札幌市と同等の責務をもって、札幌市から利用者に関する個
人情報の開示の要求等があった場合には、これに応じる。
▼ 札幌市情報公開条例
情報公開の努力をし、札幌市から管理業務に関する文書等の
提出の要求があった場合には、これに応じる。
情報公開請求件数 ０件
▼ 行政手続条例
使用承認等の行政処分は、同条例の定めに従い対応する。
事例 無
▼ オンブズマン条例
オンブズマンが苦情等の調査のため必要があると認めたとき
に実施する質問、事情聴取、又は実地の調査について協力する
ことに努める。
実地調査 無
▼ 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例
条例の基本理念、施策を理解し、協定に関連する契約（第三
者への委託、物品調達等）は、札幌市の物品・役務契約等事務
取扱要領に基づき、役務契約に暴力団がかかわった場合の「契
約の解除」を入れ対応している。
ついては、暴力団や暴力団関係事業者相手の契約はない。
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適

不適

適

不適

様式

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
①業務計画の達成度について
①について
・ 管理運営に関しては、全般にわたり計画的・安定的に運
・ 安定的な管理運営ができるよう今後も有料利用の確保に努め
営することができた。
る。
・ 常勤職員3名と夜間パー ト職員の5名体制で、業務分担
・ 新パート職員一人を迎え、新たな視点と感性から各自がスキ
の明確化や効率化を図り業務遂行を円滑に行ってきた。
ルアップを図り業務遂行を目指す。
・ 窓口の受付及び案内業務に関しては、直接のトラブルや
・ 苦情等が起きてからの適切な対応はもちろんであるが、未然
苦情はなく順調な業務遂行ができた。各サークルの担当
に防ぐ「利用者目線」での業務点検を職員の共通理解と共に日
者が変わる時期に、予約の仕方での問い合わせや説明を
常的に行っていく。
要する事があった程度である。
・ 事業・講座などは、計画通りに実施できるように努める。PR活
・ 講座については、年度当初の予定していた講座数を上
動に努め、参加者や受講者を確保する努力を図る。
回る15講座を実施した。
・ 開放事業については、住民の憩いの場として、また、健康増
・ また、事業においても計画通りに実施し、市と連携した
進の場として、貸室が空いている時間帯に継続実施していく。
ウォームシェア事業をはじめ、どの事業も盛況の内に終え
ることができた。特に、15周年記念演奏会はヴァイオリニス
ト大平まゆみ氏を招いて開催し、盛大に好評のうちに実施
することができた。
②施設設備の維持管理について
②について
・ 施設管理については、各職員が分担し「朝夕の点検」、
・ 築16年、建物や設備の修理修繕や機器の交換時期となって
「利用後の整理整頓 ・点検」、「安全衛生週間の設定」、ま
きているため、日常的に設備点検を行い、安全な施設・設備の
た、「職員研修」時に合わせて館内の整理整頓や設備の点 維持管理に努める。
検を実施する等、年間を通して維持管理に努め、軽微な修
・ 利用者の安全にかかわることや、実習室の器具の衛生等につ
理や交換等も職員が行い、大きなトラブルや事故もなく管
いては、日常点検の強化を図っていく。
理することができた。
・ 施設の清掃や環境美化を心掛け、利用者が気持ちよく使用で
・ 施設設備の修理修繕は、消防設備検査で指摘された、
きる施設の管理運営に、職員一同で当たりたい。
多目的ホールの誘導灯、廊下の煙感知器の交換などは速
やかに交換修理し安全の確保を図ることができた。
③収支について
③について
・ 収入について、利用料金収入は多目的ホールの利用団
・ 平成29年度の利用収入目標額を5,000千円とした。前年度同
体の撤退、また、区分利用から安価な時間貸しに変わる
様、現状維持に努めながら、新規利用を増やし収入確保に努力
中、南区内の公共施設の補修工事休館で当センターを利
する。
用していただき、一過性の利用収入増ではあるが、5,130
・ 支出に関しては、経費削減を心掛け、昨年同様に適切な運営
千円と昨年度とほぼ同等に維持できた。利用団体の変遷
を行っていく。光熱水費の省エネについては、かなりの努力をし
は、団体縮小や高齢化による撤退などいろいろと要因はあ てきたが、今後も引き続き努力していく。
るが、当センターを利用していただけるよう努めた。
・ 増収が見込まれた場合、住民還元として文化事業・講座の充
・ 支出については、管理費・光熱水費の電気料金が上が
実や、設備や備品の改善を図っていきたい。
る中でデマンド電力を注視し省エネに努め、経費を節減す
ることができた。
・ 収支としては、利用料金収入の減少に対する支出の対
策をとってきたため、収支赤字はない。今後も経費の見直
しを行いながら、利用者還元、施設安全管理を念頭に置き
ながら執行していくことがより大切になってくる。
④利用者の満足度について
④について
・ セルフモニタリング調査及び各事業、講座のアンケート
・ 今後も「利用者目線を大切にした接遇や対応」を心がけ、研修
からセンターの利用満足度、事業・講座等の満足度、職員
及び共通理解を職員で行っていく。
の接遇、館内の清掃状況で高い評価を得ている。
・ 利用者拡大や参加者増加へ向けて、昨年度以上に地域への
・ 年度当初に掲げた経営のスローガン「地域に愛される地
情宣活動や広報活動に力を入れ、事業や講座をはじめとする当
区センターの創造」のもと、「温かく細やかな対応」「原則は
センターの活動をPRしていく。
確実に対応は誠意をもって」「向上心をもっての業務推進」
・ 利用者へのサービスの向上を図るための工夫を、センターだ
が職員によって実践された成果と感じている。今後も職員
よりの充実や利用者サービス（受付早見表、利用状況一覧表、
の共通意識として実践していきたい。
冬期間の利用時の事前暖房）の観点から行っていきたい。また、
ホームページの充実やインターネット予約関連の検討を進めた
い。
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様式
【所管局の評価】
総合評価
改善指導・指示事項
・全般的に施設の管理運営は、これまでの経験を活かし、各 （改善を要する事項は特になし）
種の積極的な取組が行われており、適切に実施されていると
評価できる。
・利用者アンケートには様々な意見があるが、日頃の職員の
丁寧な対応や利用しやすい、親しみやすい施設づくりに取り
組んでいる結果が、利用者の高い満足度につなっがているも
のと評価できる。
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