
（別紙３）

部

　１　指定管理者が行う業務の内容および実施状況

  ２　市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

　      ・　職員の接遇態度の向上を図るため，接客技術やマナー習得を心がけている。

   　   ・　自転車利用者に対して「自転車の安全な乗り方」「自転車の交通安全ブック」等の小冊子を配付し， 　　 　　

 　　       自転車交通ルール遵守とマナー向上を図っている。

        ・　保育・幼稚園児，小学生等を対象に交通安全教室を開催し，交通ルール遵守とマナーの啓発に努めている。

        ・　環境美化と地域の環境保全のため，園内・外の草刈り，枯枝の除去，花壇整備，ごみ拾いなどに努めている。

　設置目的
交通公園施設は，交通事故防止を目指して，幼児・小・中学生を対象に，交通知識や交通マナーを体得
させることを目的として，遊具を利用して楽しみながら交通ルールを学ぶことができる交通安全教育施設
である。

　設置年月 昭和44年5月18日 建設費 11,341千円

③入園者の利用に関すること

　構造規模等
　耐用年数

鉄骨造平屋建（管理棟）

　開館時間
　休館日等

開園期間　　４月１日から１０月３１日まで
開園時間　　午前９時～午後５時
休園日　     毎週月曜日。ただし月曜日が休日に当たるときは，その翌日とする。
　　　　　　　　なお，市立小中学校の春・夏休み期間は休園日を設けない。

　料金体系

　
　動力式ゴーカート１台１周につき６０円

  ※利用料金制の採用　□有　・　　■無

　　・ゴーカート・自転車等の点検整備等の実施。

公　募

非公募　な要件

　指定管理者の特別
なし

選定

区分

　　・自転車やゴーカート利用者の能力に応じた運転技術の指導・訓練等の実施。

②使用の許可等に関すること

　　・交通公園の使用および制限に関する業務等の実施。

　　・管理簿により入園者の把握等の実施。

　（２）自主事業
　　　　・　交通安全教室や夏休み期間中および秋の感謝祭などのイベント開催により利用者の増加に努めた。
　　　　・　道外の小学校に対し交通公園のリーフレットを送付し，修学旅行の自主研修での来園についてＰＲを実施。

④書類の提出

　　・公園内の花壇整備や植樹の剪定のほか照明灯およびコース内の亀裂や縁石の修繕の実施。

        ・　高齢者を対象に交通安全教室を開催し，自転車，電動車いすの正しい利用を指導し交通事故防止に努め

　施設名・所在地 函館市梁川公園内交通公園施設　（函館市梁川町24番２号）

　　　　　　　　平成３０年度　指定管理者業務実績シート

作成年月日　令和元年(2019年）５月２７日

市 民 部 課 交 通 安 全 課

　設置条例 函館市都市公園条例

　（１）管理業務

児童等に遊具を利用して，楽しみながら交通ルールを体得させるため下記の業務を行うものとする。

①設置目的に資する事業の実施に関すること　

　指定管理者名 函館中央交通安全協会 指定期間 平成29年4月1日～令和4年3月31日

        　　ている。

        ・　アンケート協力者に交通安全啓発物品を配布。

　　・事業計画書および収支予算書等関係書類等の提出。

⑤入園者の安全確保および秩序の維持に関すること

　　・入園者の監視および必要に応じ関係機関への連絡・調整・通報等の実施。

⑥維持管理に関すること



 

年度別利用者数等

（単位：人）

　３　市民ニーズの把握の実施状況

　　　　　 「楽しかった」の割合が96.0%を占めている。また，園内施設についても高い評価を得ている。

　　　○　アンケート結果から職員の対応が「とても良い」「良い」が88.0%を占め，満足度評価でも「とても楽しかった」

　　　○　アンケートの実施

　　　　　・　入園者アンケート（平成３０年４月１日～１０月３１日実施）

　　　　　・　入園者による回答数（798人）

　　　　　・　満足度　・・・・・・  とても楽しかった 78.3%　 楽しかった 17.7%　 ふつう 2.4%　 あまり楽しくなかった 0.3%　  

 　　　　　　　　　　　　　　       楽しくなかった  0.4%　 無回答  1.0%

　　　　　・　使用料　・・・・・・　安い  53.3%　 適切  39.3%　 高い  4.6% 　無回答  2.8%

　　　　　・　園内施設　・・・・　とても良い 57.3% 　良い 29.3% 　ふつう 10.7%　 やや悪い 1.0%　 悪い 0.9%　 無回答 0.9%

　　　　　・　職員の対応　・・　とても良い 59.8%　 良い 28.2%　 ふつう 10.4%　 やや悪い 0.3%　 悪い 0.4%　 無回答 1.0%　

　　　　　　　　　　（注）「割合」：百分率の小数点第２位を四捨五入，合計が（100.0±0.1）%のケースあり。
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　　人　件　費

　　管　理　費

（注）「当該施設の利用者」数を有料遊具利用者数として算出。
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６　モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

 　 実地調査の実施　　有　・　無

  (1)事業報告書（年次）に関するもの
　　　①施設利用状況報告書（実施状況：平成３１年４月実施）
　　　　・書類確認による実施/月別遊具使用実績書（月報）などとの照合
　　　②収支決算書（実施状況：平成３１年４月実施）
　　　　・書類確認による実施/事業実施状況報告書，収支決算書，月別遊具使用実績書などとの照合
　　　　・実地調査による実施/会計書類（出納簿，領収書綴り，請求書綴り等），出勤簿などとの照合
　　　③団体の経営状況を確認できる書類（実施状況：平成３１年４月実施）
　　　　・書類確認による実施/事業報告書および計画書，収支決算書および予算書などとの照合
  (２)定期報告書（月報）に関するもの
　　　①月別遊具使用実績書等（実施状況：開園期間毎月実施）
　　　②交通公園管理運営報告書（実施状況：開園期間毎月実施）
　　　③使用券出納簿（実施状況：開園期間毎月実施）
　　　④閉園期間巡回日誌（実施状況：閉園期間毎月実施）
  (３)その他の報告に関するもの
　　　①利用者アンケートの実施報告書（実施状況：随時実施）
  (４)実地調査によるモニタリング
　　　①定期実地調査（令和元年(2019年）５月）
　　　②指定管理者との定期的ミーティング（実施状況：随時実施）
　　　③その他実地調査を必要とする事案（実施状況：随時実施）
  (５)指定管理者に対する改善指示等
　　　①特に管理・運営に対する大きな苦情はなかったが，今後も更に従業員の意識・知識の向上に努めるとともに，
　　　　 接遇研修などによる従業員の更なる資質の向上に力を入れてもらいたい。
　　　②施設利用者アンケートを今後も積極的に実施すること。
  (６)指定管理者による自己評価の実施（令和元年（2019年）５月２２日）
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 ５　指定管理者の収支状況
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①指定管理者の自己評価

　

　　■　Ａ

　　□　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

　　■　Ａ

　　□　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

　　■　Ａ

　　□　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

②市の指定管理者に対する実績評価

　

　　□　Ａ

　　■　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

　　□　Ａ

　　■　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

　　■　Ａ

　　□　Ｂ

　　□　Ｃ

　　□　Ｄ

◎　「団体の経営状況」

　　Ａ　　事業収支，経営状況に問題はない。

　　Ｂ　　事業収支，経営状況の今後に注意を要する。

　　Ｃ　　事業収支，経営状況に早急な改善を要する。

　 設置目的を十分に理解するとともに，繁忙・閑
散期に応じた体制を確保するなど適正な管理運
営ができたものと考えている。
　団体としてホームページを開設し，独自に交通
公園をＰＲするなど，利用者増に向け取り組ん
でいる。
   来園者が安全かつ楽しく利用できるよう，施
設内の美化，遊具の整備点検に努めるほか，
コース等の安全面の管理も適切に行えている。

   今後も，リーフレット・マスメディアを有効に活
用し，市民および関係団体等へ交通公園のＰＲ
を行い，利用者増に取り組んでいきたい。
   また，利用者が安全・安心・快適に過ごせる
環境の保持を第一義とした運営を図って行きた
い。

   利用者アンケートの集計結果から，職員の対
応については好評価を受けているものと考えて
いる。
   苦情・要望については，即時に適切な対応を
行うほか，随時，現場教養や検討会を実施する
など，常に職員の素養・技術の向上に努めてい
る。

   利用者の要望等に可能な限り対応できるよう
に努めるほか，来園者に対し接遇を主体とした
サービスの質の向上を図って行く。
   当公園は交通ルールや交通マナーを体得で
きる施設であることから，幼児・小学生のほか高
齢者を対象とした交通安全教室に力を入れ交
通事故防止に役立つ場として認識していただけ
るよう努めたい。

　事業収支，経営状況に問題はない。
　施設の老朽化が進んでいるため，利用者が安
全・安心に利用できるよう，メンテナンスに力を
入れるなど，安全の確保に努め利用者サービス
を優先している。

   屋外施設のため天候の影響による収入の増
減はあるが，近年，使用料は増加傾向にあるも
のと判断している。
   今後も，市民のほか道外も含めた修学旅行
等による利用促進を図るため，関係機関・団体
へのPR活動による利用促進に努めていく。

業務の履行状況

サービスの質の状況

団体の経営状況

区　分 評　価

　　Ｃ　　協定書を遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。

　７　指定管理者に対する評価

区　分 評　価 評　価　の　内　容 課題と今後の対応

　　Ｄ　　協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。

課題と今後の対応

業務の履行状況

サービスの質の状況

団体の経営状況

　　Ａ　　協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。

　　Ｂ　　協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。

評　価　の　内　容

　利用者の要望・意見等の把握と可能なものに
ついては対応するよう努め，管理運営に反映し
ていただきたい。
　今後も利用者が安全・安心・快適に利用できる
よう，施設内の点検・巡視を徹底し，異常や破損
を発見した場合は，市と連携を図りながら速や
かに対処していただきたい。

　法令および協定に定める仕様が遵守されてい
る。
　業務処理要領に定める，管理業務，維持補修
についても適性に履行されている。
　市民からの苦情や要望等に対し適切に対応
するほか，来園者の平等利用が確保されるなど
適正な運営がなされている。

　 アンケート調査では利用者満足度はいずれ
の項目も高い評価を得ている。
　 施設，遊具の老朽化が進んでいるが，来園者
が安全かつ安心して利用できるよう維持管理に
努めており利用者に対しては十分なサービスは
提供されている。
　 また，園内外の清掃や花壇整備等により，環
境美化が図られている。

　事業収支および団体の経営状況に問題はな
い。

   引き続き，道内および道外の小学校へ積極的
に公園のＰＲを行い，新規に開設したホーム
ページを有効に活用するほか，リーフレット・マ
スメディアを利用した広報活動を強化し，更なる
施設の周知に努め利用者増に取り組んでいた
だきたい。
　 特に利用者の目線に立った運営に努めるとと
もに，職員の資質向上に取り組み，利用者に満
足していただけるよう，努めていただきたい。
　今後も事業収支の適正な処理および運営に
努めていただきたい。

◎　「業務の履行状況」「サービスの質の状況」


