
 

 セルフモニタリング報告書(令和 3 年度分) 

令和 4 年 4 月 28 日 

施設名      豊川コミュニティセンター              

指定管理者名  特定非営利活動法人ワーカーズコープ              

所管課名   苫小牧市市民生活部市民生活課               

モニタリング項目 
指定管理者 

コメント 
自己評価 

1 事業計画の達成度 

事業計画の内容に従い、適切に施設の管理運営が行われ

たか。 

コロナウイルスで当初
の事業計画が、実施で
きなかったが代替え事
業を工夫した。 

○A ・B・Ｃ・D・E 

施設利用者数の増加、利用率の上昇、利用者利便性の向

上などの目標は達成されたか。 

自主事業の周知も含
め、積極的に計画した
が、かなり未達だった。 

A・○B ・Ｃ・D・E 

施設の設置目的にあった成果は上がっているか(目標値を

設定していないその他の施設)。 

 

 
Ａ・B・Ｃ・D・E 

自主事業は計画どおり行われたか。 コロナウイルスで計画
どおりには実施できな
かった。 
 

A・○B ・Ｃ・D・E 

地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携に向けた取

組が行われているか。 

コ ロ ナ 禍 で 近 隣 の 学
校、町内会と連携がほ
ぼ取れなかったが、ク
リスマスコンサートを近
隣中学 2 校に依頼し開
催した。 

○A ・B・Ｃ・D・E 

2. 利用者の満足度 

利用者の満足が得られているか。 利用者アンケートで一

定の満足が得られてい

る。 
○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望の把握は適切に行われているか。 ご意見ＢＯＸの常設、利

用者から直接頂いたご

意見は迅速に対応でき

るよう職員同士の連絡

にも努めた 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望・苦情への対応は十分行われたか。 迅速に対応、できる限

り要望に応えた。 

 
○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

３ 管理運営の効率性 

経費の低減が図られているか。またその取組は十分か。 自前の修繕、細かなボ

イラー温度調節、館内

見回りも増やし、全体

的に経費の低減に努

めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

一部業務の再委託に要している経費は、適切な水準か。 

また、経費が最小となるような取組はされているか。 

 

 

修繕個所あれば、まず

は自助努力で修復す

る。また複数業者の見

積もりや、他館との意

見交換で、最小化に努

める。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



 

収入増加のための取組はされているか。 利用者のニーズ把握を

行い、近隣町内会の協

力のもと各種だよりや

ポ ス タ ー の 配 布 を 実

施。HP,報道機関の広

報活動に取り組んだ。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

４ 適正な管理運営   

適正な人員配置及び職員の管理体制は適正か。 常に適材適所の人材を

配置している ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

職員の能力向上に向けた取組は行われたか(研修等)。 研修等への職員の積

極的参加で能力向上

に努めた。 
○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設の平等な利用等について、適切に処理されているか

(使用料の減免、還付含む。)。 

概ね良好に管理してい

る。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の個人情報等について適正に管理が行われていた

か。 

職員全員で管理徹底を

図り良好に保たれた。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収支の状況に不適切な点はないか。 複数の管理チェック体

制 で 適 正 に 行 っ て い

る。 
○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設・設備等の法定点検及び保守は、適正に行われてい

るか。 

法定点検のほかに、毎

日の点検を行っている ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

書類・備品等の管理は適正に行われているか。 良好に管理をしている 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

安全対策(事故防止等)は十分だったか。 コロナウイルス対策の

消毒、館内換気、消防

訓練、危機管理計画、

館内外のみまわりを実

行した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

法令・協定書等を遵守し、適正管理が行われているか。 常に意識し、遵守遂行

している ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

５ 地域貢献   

雇用・資材調達・再委託等、地域貢献に努めているか。 市内の人材や業者に

委託しするように努め

た。高齢者や就労困難

者の雇用を促進、居場

所づくり事業を実施し

地域貢献を行うよう努

めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

A：目標、事業計画を大きく上回る取組がされており、管理運営状況は極めて良好である。 

B：目標、事業計画以上の取組がされており、管理運営状況は良好である。 

C：目標、事業計画どおり行われおり、管理運営も適正で、特段問題は見られない。 

D：目標、事業計画において一部未達成があるなど計画内容を下回っており、又は管理運営にお

いて一部不適正な部分があるなど、改善が必要と認められる点がある。 

E：目標、事業計画の内容を大幅に下回っており、かなりの部分において改善が必要である。 

自己評価   ★★★★☆ 

    （最大評価を★5 つとし、5 段階評価で星を塗りつぶしてください。） 



 

 令和 3 年度も、新型コロナウイルス感染症で休館を余儀なくされた一年となった。 

毎年恒例の事業も開催できず、利用者からもかなり問い合わせが多かった。また、休館中は、

普段できないことを中心に部署ごとに洗い出し、修繕等丁寧に行った。 

開館後、利用者が安心して利用できるように、様々なパーテーションも昨年同様手つくり

した。 

地域のコミュニティとして、安全に利用できる居場所づくりに、職員が一体となって取り

組んだ。また密を避けるために行えなかった事業の代わりに、ロビーでの色々なメッセージ

ボードも季節ごとに開催し利用者の楽しみとなっていた。 

施設管理としては、予期せぬ修繕等が相次いだ。体育館の LED は、メーカー負担での全

取替にはなったが、その他部品交換などが多数あった。 

まだまだ食のイベントなどは行えないが、利用者に耳を傾け職員全員が常に、「ともに作

り上げよう」の姿勢と行動を継続し、地域づくりの拠点として、人と人、人と文化、人と公

共サービス、を結ぶことを基本としながら、コロナウイルスに打ち勝ちだれもが主体者とし

て輝くことのできる場を築き上げていくことを大切にしていきたい、と願う。 

 

【実績】全体の利用人数は、休館の影響で前年を下回った。開館後は、高齢者のサークルや

子供のサークルは活動を自粛したことがかなり影響していた。 

感染拡大がやや落ち着いて活動再開サークルや、一般団体には「消毒セット」の貸し出しを

行い、1 時間ごとの換気の徹底、非接触型体温計や加湿器の貸し出しなども行い、安心して

利用いただくよう努めた。 

 

【アンケート】10 項目中ほとんどが、満足・やや満足で 9 割の高い満足度を得た。これに

甘んずることなく引き続き管理運営に努力していきたい。また多くのお褒めの言葉もいただ

いた。 

 

【講座】前期講座は、16 講座の開講で後期講座は 12 講座開講できた。 

3 密を回避するために、定員減としマスク、フェイスシールド等で感染対策に努めた。 

また「消毒セット」「非接触型体温計」での検温も徹底して行った。 

 

【自主事業】「ふまねっと」「老人催し物」「カレー食堂」「うたごえ喫茶」、高齢者が多く参

加する事業は、感染拡大防止の為ほとんど実施できなかった。季節ごとのイベント事業も開

催できないことで、ロビーでのメッセージボードや塗り絵、七夕まつりなど密にならずに楽

しめる事業を実施し利用者の目を楽しませた。 

 

【施設運営・管理】新型コロナウイルス感染症による休館中は、全員が館内消毒、清掃、備

品の手入れに努め、施設全体の安全な利用を心掛けた。また、ハンドデェスペンサーの増設、

飛沫感染防止シートの増設、サークル貸し出し用のカバン一式の用意をした。経費削減の為

に自助努力を惜しまず運営管理に取り組んだ一年だった。 

 

 

指定管理者の自己評価（全体を通して） 

 



セルフモニタリング報告書（令和 3 年度分） 

         令和 4 年 4 月 28 日 

施設名     沼ノ端コミュニティセンター   

指定管理者名 特定非営利活動法人ワーカーズコープ   

所管課名    市民生活課   

モニタリング項目 
指定管理者 

コメント 
自己評価 

1 事業計画の達成度 

事業計画の内容に従い、適切に施設の管理運営が行われ

たか。 

コロナ禍において市民の

安全を第一に感染対策に

努め、事業計画に基づき

適切かつ公平・安全な管

理運営を行った。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設利用者数の増加、利用率の上昇、利用者利便性の向

上などの目標は達成されたか。 

緊急事態宣言発令に伴う

臨時休館やまん延防止重

点措置による利用人数制

限等から利用者数は減と

なったものの、利用率・利

用料収入等は大きく減と

なることはなく、また LED

照明導入・WIFI スポット設

置などの整備により利用

者利便につなげた。 

Ａ・○Ｂ ・Ｃ・D・E 

施設の設置目的にあった成果は上がっているか（目標値を

設定していないその他の施設）。 

 

Ａ・Ｂ・Ｃ・D・E 

自主事業は計画どおり行われたか。 新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から実施

を控えた事業もある中、感

染対策を講じながら可能

な限り計画に沿って遂行、

新たな事業も実施した。 

Ａ・○Ｂ ・Ｃ・D・E 

地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携に向けた取

組が行われているか。 

事業縮小・まつり中止など

となる中、地域やボランテ

ィアとは可能な限り連携を

取りご協力いただくことが

できた。また、今後の状況

次第でいつからでも連携

事業を始められるよう関

係機関との連絡を密にし

ている。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

2. 利用者の満足度 

利用者の満足が得られているか。 アンケート 10 項目で満

足・やや満足が平均

92.31％、内 5 項目につい

ては満足・やや満足が平

均 98％と非常に高い満足

が得られている。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望の把握は適切に行われているか。 日常会話やご意見箱・館

内放送を活用しながら丁

寧に意見・要望の把握に

努めた。また、対応後につ

いても定期的に利用者か

らの聞き取りをし、状況変

化に細やかに対応してき

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



利用者の意見・要望・苦情への対応は十分行われたか。 公平且つ平等の観点から

常に利用者の立場・目線

での迅速で柔軟な対応を

心がけ、最善な解決策を

講じてきた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

３ 管理運営の効率性 

経費の低減が図られているか。またその取組は十分か。 消耗品等必要なものに関

しては質が良く安価なもの

を購入、支出減に取り組

んだ。また、職員による除

雪・草刈・剪定等積極的な

施設維持業務と軽微な修

繕は職員が積極的に行う

ことにより、経費の削減に

努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

一部業務の再委託に要している経費は、適切な水準か。ま

た、経費が最小となるような取組はされているか。 

一部業務の再委託にあた

っては複数業者による見

積もり比較によって適切な

経費となるよう努め、金額

の大きい修繕等について

も他館との情報交換をし

た上で複数業者による見

積もりを取ることで経費の

最小化を図った。また、館

内設備について業者から

情報を得、安価な経費支

出となるよう取り組んだ。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収入増加のための取組はされているか。 貸館利用に際には各部屋

の特徴を細かく説明、利

用の可能性を拡げ収入増

加に取り組んだ。また、

HP・広報誌で利用促進に

向けて積極的な情報発信

を継続した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

４ 適正な管理運営   

人員配置及び職員の管理体制は適正か。 一部欠員はあったものの

運営上適正な人員配置と

職員の管理体制に努め

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

職員の能力向上に向けた取組は行われたか（研修等）。 公共施設運営上必要とさ

れる救命救急・個人情報

保護法・危機管理をはじ

めとする多数の研修によ

り職員全員が知識向上に

積極的に取り組んだ。ま

た、清掃・経理・労務等専

門分野の能力向上に向け

ても複数回研修を実施し

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設の平等な利用等について、適切に処理されているか

（使用料の減免、還付含む。）。 

平等な利用についは適切

な処理により良好な管理

運営がなされた。また、利

用料の減免・還付につい

ても適切な処理を徹底し

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の個人情報等について適正に管理が行われていた

か。 

館全体で管理を徹底する

上で、研修実施を強化・意

識向上を図ることで、個人

情報等の取扱いについて

適正且つ良好に保たれ

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収支の状況に不適切な点はないか。会計処理は適正か。 常に複数者によるチェック

体制を保ち、適正且つ適

切な処理がなされている。 
○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



施設・設備等の法定点検及び保守は、適正に行われてい

るか。 

適正な法定・保守点検実

施に加え、日常点検を強

化することで迅速かつ安

全な管理運営に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

書類・備品等の管理は適正に行われているか。 書類に関しては適正且つ

厳重な保管を徹底、備品

等に関しても定期的なメン

テナンスを行い適正管理

に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

安全対策（事故防止等）は十分だったか。 館内館外点検・巡回を強

化し危険個所の早期発

見・早期解消に努めた。避

難訓練・危機管理体制強

化、冬期の敷地内凍結路

面氷割り作業などの 1 年

を通して安全対策を積極

的に心がけた。また、新型

コロナウイルス感染拡大

防止については、利用者

にも協力を呼びかけ、安

全対策について最大限に

努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

法令・協定書等を遵守し、適正管理が行われているか。 法令や協定書遵守を常に

念頭におき、適正管理の

観点から、客観的な視点

にたった管理運営を行っ

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

５ 地域貢献   

雇用・資材調達・再委託等、地域貢献に努めているか。 高齢者雇用・市内業者に

よる資材調達・委託につ

いて積極的に努めた。ま

た地域住民や団体にとっ

ての活躍の場や地域の居

場所づくり等地域貢献に

向けて日々の運営に努め

た。また、フードバンクとま

こまいの受け取り拠点の

ひとつとして地域住民との

懸け橋となり、広く地域貢

献につながっている。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

A：目標、事業計画を上回る取組がされており、管理運営状況は極めて良好である。 

B：目標、事業計画どおり又はそれ以上の取組がされており、管理運営状況は良好である。 

C：概ね目標、事業計画どおり行われおり、管理運営も適正で、特段問題は見られない。 

D：目標、事業計画において一部未達成があるなど計画内容を下回っており、又は管理運営にお

いて一部不適正な部分があるなど、改善が必要と認められる点がある。 

E：目標、事業計画の内容を大幅に下回っており、かなりの部分において改善が必要である。 

自己評価   ★★★★☆ 

       （最大評価を★５つとし、５段階評価で星を塗りつぶしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の自己評価（全体を通して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3 年度は、昨年度に引き続き「新型コロナウイルス」感染拡大に伴い緊急事態宣言発令・2 度の

臨時休館によって年間開館日は 300 日となった。また、緊急事態宣言明け 10 月からの蔓延防止重点

措置により利用人数制限が設けられるなど、利用に大きな影響を与えた。消毒・マスク着用・検温実

施への利用者の協力と職員による徹底した館内消毒・清掃、また職員自身も体調管理にこれまで以

上に留意し、公共施設の現場で働く人間としての自覚を持って日々の業務にあたってきた。不安から

多くの意見・要望・苦情もあったが、迅速な対応とそれを持続することによってより利用者に寄り添った

運営をしてきたと考えている。 

  

【年間実績】 全体の利用人数は、通算約 2 ヶ月の休館と蔓延防止重点措置による利用人数制限が

影響し、全体としては前年を下回った。特に、オミクロン型の蔓延により子どもの感染が急増したこと

で、武道サークルなど子どもが多いサークルの長期にわたる活動休止が目立ち、サークル利用者数

は、前年より 6,000 人以上の減となった。 

一方、貸館利用率及び貸館利用率は前年と同程度、貸館収入は前年の 96％に留まっている。利用

者皆さまの感染拡大への日々の不安は計り知れないが、「消毒セット」の貸し出しや館内の換気等安

心して利用していただける環境の整備に努めると同時に、どんな小さな不安に対しても真摯に向き合

いその不安を払拭するべく毎日の声かけを徹底した。 

 

【アンケート結果】利用者アンケートでは、10 項目で満足・やや満足が平均 92.31％、7 項目で 90％以

上の高い満足度を得られており、中でも「施設の利用しやすさ」「館内のわかりやすさ」「職員の対応」

「館内の清掃」等5項目については満足・やや満足が平均約98％、一方やや不満・不満は平均3.26％

であり全体的に多くの満足をいただけたと考えている。未だコロナ禍にある中、いただいた要望にお   

応えするべく、新たな新型コロナウイルス感染防止対策として令和 4 年 1 月からは「加湿器」及び「二

酸化炭素濃度測定器」の貸出しを実施している。また、多くのお褒めの言葉と職員に対する気遣いの

お声もいただき、大変ありがたく受け止めると同時に安心で安全な施設づくりに向けてより一層の努

力をしてきた。 

 

【一般利用】 一般利用では、無料スペースであるサンルーム・プレイルームの利用者数が前年を上

回った。一方、体育館一般種目・トレーニング室の利用者数は、前年より 3,000 人以上の減、また、図

書室は 1,000 人以上の減となった。 

 

【前期・後期講座】 講座については、無料講座を含む前期 19 講座、後期 17 講座を開講し、前後期を

通して 262 名の受講を得た。前期講座は、緊急事態宣言による休館に伴い 17 講座が日程変更とな

り、マスク着用・換気・パーテーション設置等感染防止対策に留意しての実施となった。令和 3 年度初

めて実施した「革小物」や「布ぞうり」は定員には満たなかったものの受講者には大変好評であり、次

年度以降も継続しての実施を考えている。また、外出の機会が減っている中において講座受講によっ

て少しでも日常生活を取り戻そうとする市民の声に応えるため、さらに新たな講座を企画していく。 

 

【自主事業】 自主事業は、前後期を通して 19 事業を実施。「健康づくり・ふまねっと」は感染対策を講

じながら休館時期を除いて 41 回実施で参加者延べ 268 名。例年よりは少ない実施回数ながらつなが

りと交流を深められる事業とあって参加者には笑顔が見られた。また、館内飲食自粛とあって令和 3

年度も食関連事業は実施に至らなかった。年間の事業数が減となる中、来館者の参加を促す四季

折々のロビー活用事業を 6 事業展開。「スプリングフェスタ」では、なかなか観光地への旅行などが難

しい今、ささやかながら楽しんでいただけたらと内裏雛を模した「顔出しパネル」を設置、親子など 86

名の方が写真撮影を楽しみ、好評をいただいた。七夕短冊・クリスマスメッセージ・絵馬などのメッセー

ジには新型コロナウイルス収束と多くの人の健康を願うものが多く見られた。「昭和の苫小牧ジオラマ

展」では、多くの来館者が懐かしい苫小牧の風景を楽しむ姿が見られた。 

これら各種活動を通して、多くの地域住民がコミセンに求めている公共施設の役割とコミュニティ施設

としての設置目的を果たしてきたものである。 



 【施設管理】 第 4 クール 1 年目の 2021 年度、長引くコロナ禍において来館者・利用者にとっての安

全・安心を第一に考え、消毒用ハンドディスペンサーや非接触型検温器等の館内設置、サークルへ

の二酸化炭素濃度測定器・加湿器・感染防止用卓上パーテーションの貸出しなど、感染防止対策に

注力してきた。 

 また、館内照明に LED を導入することで年間を通して電気代が 4 割減となり経費削減に努めると

同時に、利用者の利便にもつなげた。そして、WIFI スポット設備導入により、利用者にとっての新た

な利用の可能性が広がることで更なる利便性向上につなげていく。 

設備の不具合による修繕が多数発生する中、保守点検業者のみならず普段から地域業者と信頼

関係を構築しその迅速な対応により修繕費を最小に抑えることもでき、館内外の点検と日々の館内

外美化、自助努力による修理・修繕や草刈り・除雪作業による経費削減に取り組んできた。また、ア

ンケートや口頭でいただいた多くのお褒めの言葉や励ましの言葉を心に留め、利用者一人ひとりに

寄り添い共に地域の一員として心を込めた運営と活動に取り組んだ。 

 

運営全体としては、様々な制限がある中においても丁寧で適切且つ適正な施設運営に努めることが

できた。不安の声に応え、地域住民に寄り添いともに過ごしてきたこの 1 年は、地域との相互関係が

より密接となり、コミセン本来の在り方を体感してきたと言える。 



セルフモニタリング報告書（令和 3 年度分） 

           令和 4 年 4 月 28 日 

施設名       苫小牧市住吉コミュニティセンター                

指定管理者名  特定非営利活動法人ワーカーズコープ              

所管課名     市民生活課   

モニタリング項目 
指定管理者 

コメント 
自己評価 

1 事業計画の達成度 

事業計画の内容に従い、適切に施設の管理運営が行われ

たか。 

保守点検、講座、その他
実施スケジュールに沿っ
て、計画通り実施。保守点
検の改善項目について敏
速に対応した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設利用者数の増加、利用率の上昇、利用者利便性の向

上などの目標は達成されたか。 

コロナウイルスの影響で
休館（5/17～6/20 及び
8/28～9/30 臨時休館※
9/20～30 図書一部再開）
し、利用者数は大きく減少
となった。館内照明を LED
に刷新し、無料 WIFI も完
備して利便性向上に寄与
した。 

Ａ・○Ｂ ・Ｃ・D・E 

施設の設置目的にあった成果は上がっているか（目標値を

設定していないその他の施設）。 

 

Ａ・Ｂ・Ｃ・D・E 

自主事業は計画どおり行われたか。 
コロナ感染対策を行い安
全が担保できる様工夫し
て事業を実施した。安全
確保が難しい事業は中止
した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携に向けた取

組が行われているか。 

子どもの居場所づくりや性
教育座談会など地域の方
と積極的に連携した。また
社会福祉協議会や科学セ
ンターなど他団体とも連携
し事業を実施した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

2. 利用者の満足度 

利用者の満足が得られているか。 
満足、やや満足が 10 項目
の内、8項目で90％以上、
平均でも 94.2%と高い満足
度が得られ、目標値を達
成。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望の把握は適切に行われているか。 
館内放送でご意見の呼び
かけや日々の利用者との
コミュニケーション、アンケ
ートの実施に取組み、運
営検討委員会等近隣町内
会やボランティアに広く意
見を聞き把握に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望・苦情への対応は十分行われたか。 
苦情には真摯に対応し迅
速に改善した。修繕につ
いても最優先に行った。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

３ 管理運営の効率性 

経費の低減が図られているか。またその取組は十分か。 
職員によるワックス、草刈
り、除雪などを行い、可能
な修繕については職員で
対応し経費の削減に努め
た。温度調節や節電等、
水光熱の節約にも十分留
意した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



一部業務の再委託に要している経費は、適切な水準か。ま

た、経費が最小となるような取組はされているか。 

指定管理期間の複数年契
約を前提に複数業者から
見積もりを取得すること
で、委託費の低減を図っ
ている。他館との情報交
換、除雪等の自助努力に
より経費削減に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収入増加のための取組はされているか。 
コロナ感染対策を積極的
に行い、利用者が安心し
て使える様に最大限の配
慮を行った。 
アンケートや利用者とのコ
ミュニケーションからニー
ズ把握を行い、近隣町内
会の協力のもと各種たよ
りやポスターの配布を実
施。HP や報道機関の活
用等広報活動に加え、他
団体との連携事業を進め
ることでコミセン事業の周
知を図り、増収に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

４ 適正な管理運営   

人員配置及び職員の管理体制は適正か。 
一 部 欠 員 は あ っ た も の
の、運営上適正な人員を
配置した。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

職員の能力向上に向けた取組は行われたか（研修等）。 
コロナ禍においても WEB
を利用した研修を積極的
に取り入れ職員の能力向
上に努めた。特に接遇に
は重点を置き、マスク着用
時の接遇方法やアンガー
マネジメントの研修も取り
入れた。経理や労務の研
修も積極的に行い職員の
スキルアップに努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設の平等な利用等について、適切に処理されているか

（使用料の減免、還付含む。）。 

コロナ関連のキャンセル
や変更の対応については
臨機応変に行い、利用者
に支障がないよう取り計ら
った。平等な利用につい
ても適切な処理により良
好 な 管 理 運営 が なさ れ
た。 
 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の個人情報等について適正に管理が行われていた

か。 

職員全員で管理徹底を図
り、良好に保たれた。研修
を行い、職員の意識向上
もなされた。 
 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収支の状況に不適切な点はないか。会計処理は適正か。 
現場、事業所、本部の複
数のチェック体制により適
切に処理、管理している。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設・設備等の法定点検及び保守は、適正に行われてい

るか。 

規定通りすべて実施した。
日常目視点検で異常が確
認された際には都度専門
業者に点検を依頼し、必
要に応じ敏速に修繕を行
い、安全な運営に努めた。 
 
 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

書類・備品等の管理は適正に行われているか。 
見出しやファイリング等に
より整頓を十全に実施し、
管理を適正に行った。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

安全対策（事故防止等）は十分だったか。 
外周を含めた日常点検
や、消防訓練の実施、情
報の職員間共有により、
職員全員が連携し安全対
策を十分に行った。 
 
 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



法令・協定書等を遵守し、適正管理が行われているか。 
法令や協定書を都度確認
の上遵守し、適正に管理
を行っている。 
 
 
 
 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

５ 地域貢献   

雇用・資材調達・再委託等、地域貢献に努めているか。 
市内の人材や業者に委託
するよう努め、高齢者や
就労困難者の体験や雇用
を促進。自主事業では子
どもの居場所づくりを行う
団体と協力している。来館
する子ども達の見守りな
ども行い地域の安全に大
きく貢献している。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

A：目標、事業計画を上回る取組がされており、管理運営状況は極めて良好である。 

B：目標、事業計画どおり又はそれ以上の取組がされており、管理運営状況は良好である。 

C：概ね目標、事業計画どおり行われおり、管理運営も適正で、特段問題は見られない。 

D：目標、事業計画において一部未達成があるなど計画内容を下回っており、又は管理運営にお

いて一部不適正な部分があるなど、改善が必要と認められる点がある。 

E：目標、事業計画の内容を大幅に下回っており、かなりの部分において改善が必要である。 

自己評価   ★★★★☆ 

       （最大評価を★５つとし、５段階評価で星を塗りつぶしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の自己評価（全体を通して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年度は、コロナ感染拡大防止の為、やむを得ず休館期間を設けたが休館中は普段でき

ない箇所の清掃や館内修繕、ワックスなど有効にその期間を利用した。開館後はコロナ対策とし

て飛沫防止や消毒液貸出し、各部屋に換気用サーキュレーター設置など細かい所まで注意して

対策を施し利用者が安心して来館できるようにした。照明を LED に変更、従来よりも照度が向上

し館内が明るくなった、電気使用量の削減（前年比 53％）も計画通り進み、電球交換などの作業

もなく職員の作業効率が向上した。また、館内全域に無料ＷＩＦＩを設置し利用者の利便性が向上

した。 

 

貸館事業は、5/17～6/20 及び 8/28～9/30 臨時休館があり活動自粛のサークルが増えたこ

とから、大きく減少となった。2021 年度の利用料の前年比は 94％、▲244 千円となった。解散、

休止中のサークルは 21。増えたサークルは 12 で純減となっている。 

 

生涯学習講座は、前期後期 35 講座。コロナ対策を徹底し新規講座も織り交ぜながら実施（新

規講座 6）コロナ対策の為定員を少なくして実施した。参加者アンケートからは好意的なコメント

が多く、講座の満足度は高かった。子ども講座では葉っぱを使ったエコバッグを作成し自然にあ

るものを利用するという体験を楽しんだ。トラ猫かがみもちでは干支にちなんだ置物を粘土で作

成した。長期休み中の子ども達が楽しそうに工作を行う様子が見られた。 

 

コミセンまつりは、新型コロナウイルス感染拡大予防の為、6 月に各サークル宛に実施したコミ

セン祭り開催にあたっての事前アンケート結果を踏まえ、今年度も展示部門のみの開催とした。

各サークル・近隣町内会・中学校から展示作品を募り展示した。コミセン活動サークルの展示と

ともに町内会の子ども作品や中学校の生徒の作品も展示した。コロナの影響で学校祭の父兄観

覧が制限されているため、和光中学校の父母が作品を見に来ていた。地域の方にも、地域児童

の作品を紹介できる機会を設けられて良かった。 

 

アンケート調査では、満足、やや満足が 10 項目の内、8 項目で 90％以上、平均でも 94.2%と高

い満足度が得られた。指摘していただいたご意見は真摯に受け止め、頂戴した多くのお褒めの

言葉には慢心せずに今後も運営していく。 

 

自主事業では、高齢者の健康運動、こどもの居場所事業、季節行事事業に加え、性教育の座

談会、天体観測、こども遊び広場などバリエーション豊かに開催した。昭和のジオラマ展では懐

かしい情景に利用者同士の会話が弾む様子が見受けられた。 

 

運営全体としては、コロナの影響下にあっても、前向きに対策を行ってきた事で、地域の中心

を担う拠点“コミュニティセンター”本来の役割を果たすことができた。 

 



セルフモニタリング報告書（令和 3 年度分） 

         令和 4 年 4 月 28 日 

施設名     のぞみコミュニティセンター  

指定管理者名 特定非営利活動法人 ワーカーズコープ  

所管課名    市民生活課  

モニタリング項目 
指定管理者 

コメント 
自己評価 

1 事業計画の達成度 

事業計画の内容に従い、適切に施設の管理運営が行われ

たか。 

コロナ禍実施できなかった

事業もあるが、感染予防

を徹底し、実施できる方法

を模索し、形を変えてでも

概ね実施でき、安全かつ

公平に管理運営が出来

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設利用者数の増加、利用率の上昇、利用者利便性の向

上などの目標は達成されたか。 

コロナ禍の影響で休館も

あったが、安心安全に利

用いただける環境づくりを

徹底し、開館日数に対す

る利用率は回復傾向にあ

る。トイレに暖房便座を導

入した。休館中には館内

設備のメンテナスを行い、

利用者の利便性向上及び

満足度の向上に繋げた。 

○Ａ ・Ｂ・C・D・E 

施設の設置目的にあった成果は上がっているか（目標値を

設定していないその他の施設）。 

 
Ａ・Ｂ・Ｃ・D・E 

自主事業は計画どおり行われたか。 新型コロナウイルスの感

染防止対策として、換気

及びソーシャルディスタン

スを考慮し定員を減らして

出来る限り実施。 

外出や来館を控えている

方のために、休館中でも

実施できるＷＥＢ動画配

信講座を毎月実施、視聴

した利用者さんからお声

がけを多数いただく。 

○Ａ ・B・Ｃ・D・E 

地域、関係機関、ボランティア等との協働・連携に向けた取

組が行われているか。 

南高校演劇部との連携事

業実施に向けての打ち合

わせを重ねている。苫小

牧高専サイエンス部、カー

リング協会等、近隣の学

校・町内会・ボランティアと

連絡を密にとり、実施でき

る計画を常に協議してき

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

2. 利用者の満足度 

利用者の満足が得られているか。 利用者アンケートの 10 項

目平均で、満足、やや満

足が 97％の高い満足が

得られている。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



利用者の意見・要望の把握は適切に行われているか。 館内放送にて常設してい

るご意見ボックスへの投

稿を呼び掛け、回答を掲

示している。各事業でのア

ンケート、日々の利用者と

のコミュニケーション、近

隣町内会、学校からも広く

意見を聞き 把握に努め

た。近隣中学校の先生と

生徒のコミセンでの様子

などの連絡を取り合う。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の意見・要望・苦情への対応は十分行われたか。 即座に対応できるものは

対応し、協議が必要なも

のに関しては実現できる

方法を協議し対応。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

３ 管理運営の効率性 

経費の低減が図られているか。またその取組は十分か。 コロナ禍により、館内数か

所の換気扇の常時運転、

定期的な換気の徹底など

により館内温度が低下、

館 内 温 度 低 下 を 補 う た

め、コロナ禍前より暖房費

が増額。 

維持管理の面では、ワッ

クス作業や除草作業を出

来る範囲は職員が行い経

費を節減。 

降雪量が多く除雪作業が

多かったが業者だけに依

頼せず自力での除雪や氷

割も度々行う。 

修繕も出来る限り自分た

ちがおこない修繕費を抑

制。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

一部業務の再委託に要している経費は、適切な水準か。ま

た、経費が最小となるような取組はされているか。 

複数業者の見積もり、他

館との情報交換等で業者

交渉を行なう、 

また、近年様々な費用が

値上がり傾向にあるが、

価格交渉等をおこない、

外部経費の削減に努め

た。 

 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収入増加のための取組はされているか。 町内会の協力によるコミ

セン情報誌の配布・掲示、

HP の更新頻度の向上、

ＷＥＢ動画配信講座の開

始、報道機関活用等、広

報活動に取り組み、のぞ

みコミセンの周知を広め

利用率向上に努め、貸室

及び体育館一般利用件数

を増やせた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

４ 適正な管理運営   

人員配置及び職員の管理体制は適正か。 館長が個々の職員との会

話を重視し、内心を聞き出

し、同僚との対話を促進

し、円滑な業務が行えるよ

うに、管理運営の向上、利

○Ａ ・B・Ｃ・D・E 



用者の声を十分に拾える

体制とした。また、イベント

や施設メンテナンス時等

は配置人数を増や し対

応。3 年度は事務スタッフ

を増員し、より良いサービ

ス運営に努めた。 

※欠員無し 

職員の能力向上に向けた取組は行われたか（研修等）。 救命救急研修、清掃研

修、ワックス研修など定期

研修の他、フォーラム等へ

の職員の積極的参加で能

力向上に努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設の平等な利用等について、適切に処理されているか

（使用料の減免、還付含む。）。 

新型コロナウイルスの影

響で使用を中止する利用

者には返金を含めて柔軟

な対応を行った。土日等、

単発の利用を柔軟に対応

し、広い範囲での地域住

民の平等な利用が図れ

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

利用者の個人情報等について適正に管理が行われていた

か。 

個人情報保護法について

の話し合いを職員間で実

施し、職員全員で管理徹

底を図り、良好に保たれ

た。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

収支の状況に不適切な点はないか。会計処理は適正か。 現場チェック、他館との相

互チェック、事業本部での

最終チェックの 3 重チェッ

ク体制により、適切な処理

を推進。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

施設・設備等の法定点検及び保守は、適正に行われてい

るか。 

規定通り全て実施。加え

て日常の目視点検の実施

による、不具合の早期発

見で安全かつ適切な運営

管理に努めた。また担当

課に状況を直ちに報告す

るように努めた。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

書類・備品等の管理は適正に行われているか。 定期的に、保存期間の経

過した書類の処分や鍵の

所在確認の実施、故障備

品の随時修理、交換を行

い適正管理を推進した。 

 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

安全対策（事故防止等）は十分だったか。 3年度より館内の監視セン

サーを増設し、閉館時の

不審者侵入対策を強化し

た。年２回の消防訓練の

実施。日常では館内の見

回り、見守りを職員全員で

強化。また、駐車場設置

の小型電子機器、古布等

リサイクル BOX も毎朝確

認し不適切物を分別。冬

場の除雪の徹底等、事故

防止に努めた。 

 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

法令・協定書等を遵守し、適正管理が行われているか。 

 

法令順守、適正な管理運

営に努めた。 ○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 



 

 

５ 地域貢献   

雇用・資材調達・再委託等、地域貢献に努めているか。 高齢者雇用、市内業者へ

の委託の他、地域活動と

の連携を強め、学生や高

齢者の活躍の場を作り、

常に地域を念頭に運営。 

また、フードバンクの寄贈

受け入れを継続し、コミセ

ンの役割の幅を広げ、地

域貢献を推進した。 

○Ａ ・Ｂ・Ｃ・D・E 

A：目標、事業計画を上回る取組がされており、管理運営状況は極めて良好である。 

B：目標、事業計画どおり又はそれ以上の取組がされており、管理運営状況は良好である。 

C：概ね目標、事業計画どおり行われおり、管理運営も適正で、特段問題は見られない。 

D：目標、事業計画において一部未達成があるなど計画内容を下回っており、又は管理運営にお

いて一部不適正な部分があるなど、改善が必要と認められる点がある。 

E：目標、事業計画の内容を大幅に下回っており、かなりの部分において改善が必要である。 

自己評価   ★★★★★  

       （最大評価を★５つとし、５段階評価で星を塗りつぶしてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定管理者の自己評価（全体を通して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○貸館事業では、長引くコロナ禍の影響で 5/17～6/20 及び 8/28～9/30 まで休館となり、前年よりも休館日数

が多く、開館後活動を自粛するサークルも目立った。 

感染予防を徹底し、安心安全な施設運営を一番に取り組み、利用者からも「ここはちゃんと除菌してくれている

ので安心して使える」等の言葉を多数頂き、利用者数も徐々に回復。サークル以外の団体利用が増えたことも

あり、利用料は前年対比 16,610 円となった。                                                          

○生涯学習講座は前期講座 16 講座、後期は 15 講座で実施。好評を得ている講座は引き続き実施し、定例と

なった「演じてみよう台本読みから本番まで！C.A.W の演劇講座、初めてでも大丈夫！」は担当課と協議し館

外での劇場でも実施。文化芸術活動の掘り起こしを図り、苫小牧の文化芸術活動の発展に努めた。 

○コミセンまつりは、長引くコロナ禍の影響で昨年と同じく「のぞみコミセン作品展」として実施。出展サークルか

らは「静かな展示でゆっくり見てもらえて良かった」と好評をいただく。                                                           

○市民への情報提供については、ホームページのこまめな更新を心がけ、その他、町内会の協力での回覧や

学校へのチラシ配布等で広く提供。                                                                                                               

○アンケート調査では「満足」「やや満足」が 10 項目平均で 97％と良い評価を得た。特に「利用のしやすさ」

100％、「館内のわかりやすさ」99％、「職員の対応」99％、「館内の清掃」99％と高い評価を得られた。                                                         

○各種自主事業は、コロナ禍により実施を見合わせたものもあるが、実施できる方法を考え、安全対策を取り

出来る限り実施。 

高齢者を対象とした事業は、地域の高齢者の憩いの場となっているため、会場を広い部屋に変更し定員を半

数以下としソーシャルディスタンスを確保し実施。 

飲食を伴う事業は控えているため、高専生のサイエンス同好会と行う子どもサイエンス教室は飲食以外の実

験事業を実施。南高校生と連携したお菓子作り教室は今年度の実施は見合わせた。地域の孤立や孤独を防

ぐ地域食堂も定着してきたが、コロナ禍により実施できなかった。 

新しい事業として、「似顔絵講座」を実施、好評を得た。 

令和 2 年度より続く「WEB 動画配信講座」も継続し、毎月新作動画をアップしている。新型コロナウイルスの影

響で外出を控えている方に自宅でもできる講座を館長が出演・撮影・編集をし配信。コミセンに行くのを控えて

いる方に、コミセンを忘れられないためにも実施。休館中でも動画を作成し新作動画を公開している。 

4 月末時点で 19 の動画を公開、19 の動画の総再生回数は 9512 回 （4 月 25 日） 

利用者より、「バスクチーズケーキを作ってみたらとても美味しかった！」「館長がやってる運動は全部キツくて

できなかった」「館長頑張ってるね！」「ロケットストーブの作り方を教えて」等のお言葉を頂く。 

各メディアより取材のお話を頂き、紹介されることで、のぞみコミセンの知名度アップにつながり、新聞を見た人

からお声がけいただくこともあり、利用者増に期待が持てる。 

○図書事業は、苫小牧市全体で利用が減少していることに対し、「読み聞かせ」「大人の読み聞かせ」「読み聞

かせスペシャル」など、利用者増に向けた事業に取り組んでいる。                                                                                                                           

○各協同連携事業については、「ふまねっと」「読み聞かせ」「大人の絵本」など、各ボランティアとの協同で行

なわれており、市民の目線での事業が行なえている。 

今年度はコロナ禍で実施できなかった事業もあるが、南高校、高専との子ども向け学習サポート事業をはじ

め、学生からの積極的な連携依頼で行う事業は好評で、コミセンが学生の活躍の場となっており、今後さらに

広がりが期待できる。フードバンクとまこまいとの連携事業として、食品の寄贈受け入れと、コロナ禍で実施が

難しくなってきているが「地域食堂」もボランティアの皆さんが集まり、何かしたいと思っていた方たちの第一歩

として最適な事業ともなっている。 


