
 

■枚方市自転車駐車場 指定管理者管理運営評価表（令和３年度実績） 
 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

① 施設の現状に対する考え方及び将来展望 
施設の設置目的
等を踏まえた現
状認識及び今後
の方向性が明確
に提案されてい
る 

自転車は非常に便利な移動手段として、多くの市
民が日常生活で利用されています。特に枚方市内中
心部は平坦な地形が多く、自転車を使った移動に適
した街です。また近年は健康志向におけるサイクル
スポーツブームとして、「自転車ではしる」こと自
体を目的とした利用も増えてきています。それに伴
い自転車利用マナーの低減や、自転車事故も増加傾
向にあります。放置自転車問題も減少したものの撲
滅にはいたっておりません。 
民間企業ならではのノウハウを生かし、自転車放

置による危険または障害の解決へ向け成果を上げ
る実施策を展開します。さらには顧客満足度を上げ
るため、質の高いサービスで利用者に接遇し、迅速、
適切、効果的、効率的に有料自転車駐車場管理運営
にあたります。 

利用者の利便性の環境を整えるため、
去年に引き続き新 500 円硬貨の対応や、
消耗品購入時もエコ製品かつ価格比較
を行いコスト削減に努めました。 
また、電気会社を変更し電力料のコス

トカットに向けた取り組みや、労務環境
整備のため管理室内空調機を３ヶ所交
換しました。 

3 

枚方市自転車駐車場指定管理者
として 4 年が経過し、利用者のあ
らゆるニーズに対応し、コスト削
減に努め、従事者の労務環境整備
を行うなど、安定感のある管理運
営業務にあたっていた。 
 

3 

公の施設の名称等 

名 称 枚方市自転車駐車場 

業務内容 

自転車駐車場を自転車等の駐車の用に供すること。 

自転車等の安全利用に関する情報の収集及び提供を行うこと。 

自転車等の放置防止の啓発を行うこと。 

所在地 枚方市内鉄道駅前に２０か所 

設置目的 
道路交通の円滑化を図り、自転車等（自転車及び原動機

付き自転車をいう）を利用する市民の利便に供するため。 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 株式会社ダイゾー 
土木部 交通対策課 

平成 30年 4月 1日から令和 5年 3月 31日 

（2018年 4月 1日から 2023年 3月 31日） 所在地 大阪市港区福崎３丁目１番２０１号 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

② 施設運営に関する計画 

施設の利用の向
上に関する計画
が提案されてい
る 

低利用率の防止・回避のため、駐輪場の出入口には、
料金体系や約款などを掲げ、利用者の目線にたった
促進策を徹底的に実施します。それでも尚、利用率
が低下した駐輪場に対して、即効性、実効性のある
取組みを実施します。 
 

昨年に引き続き新型コロナウイルス
蔓延による緊急事態宣言が発令に伴い
各自転車駐車場の稼働率が減少しまし
たが、来場者への迅速なご案内など場内
整理やこまめに自転車の整理を行い、利
用者が利用しやすい環境づくりに努め
ました。 
 

3 

新型コロナウイルス感染症の影
響で企業や市民の社会生活に対す
る意識や行動が変化する中、来場
者へ迅速な案内をすることで利用
者との接触時間を減らすなど、ス
トレスを最小減に抑えるよう臨機
応変なオペレーションを行った。 
 

3 

関係法令及び本
市条例・規則を
遵守し、施設の
設置目的に沿っ
た運営計画が提
案されている 

統括責任者１名と副統括責任者１名を配備し、貴
市の施策や方針を滞りなく現場に反映させ、利用者
への浸透を図ります。また、一方通行だけでなく利
用者からの“生の声”を迅速に連絡・報告する体制
も構築いたします。これにより地域のニーズにあっ
た極め細やかなサービスで最高水準の管理運営を
目指します。 

交通対策課と毎月指定管理者定例会
を開き、情報共有や課題点の意思疎通を
図っています。 
また、お客様からの生の声を受け、即

各施設と共有を図り対応する体制を構
築しています。 
 

3 

利用者からの“生の声”を聞き、
早急に対応していた。 
スタッフの配置も十分に行い本

市と月１回の定例会議で情報共有
を行った。 

3 

利用者に対する
接遇対応向上に
ついて提案され
ている 

「挨拶」「言葉遣い」「身だしなみ」「立ち振る舞
い」など、当社独自マニュアルを基本とした接遇研
修・人材育成を徹底的に行います。 

 
 

統括責任者が度々、各自転車駐車場に
出向き、従事者に直接、接遇指導、人材
育成を行いました。 
また、集合研修はコロナ禍継続により

実施ができないため、本部スタッフが各
施設を訪問し、マニュアルの把握状況
や、対面指導を実施いたしました。 
 

4 

統括責任者が各自転車駐車場に
出向き接遇向上、人材育成を実施
した。 

3 

利用者が安全に
利用できるよう
施設内で発生す
るトラブルへの
対応方法等につ
いて提案されて
いる 

施設トラブルの場合は、「お客様の安全」が第一
と考え、対応いたします。状況を判断し、少しでも
危険がある場合は、カラーコーン等で空間を確保し
てから、本部への連絡となります。 

従事者が不在の施設や深夜時間帯で
の対応として、時間外においても緊急連
絡ができるように、夜間コールセンター
を設置し、不測の事態に備えました。 
 

4 

施設内トラブルについては、各
自転車駐車場と枚方事務所、本社
及び市と緊急連絡が取れ、早急に
対応できる体制を構築している。 3 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者等の安
全・秩序維持の
ための適切な対
応方法について
提案されている 

本部スタッフが状況を判断し、貴市へ緊急報告い
たします。その後、復旧となりますが、復旧するま
での間、お客様が不便になるようであれば、スタッ
フを増員し、利用者補助にあたります。 

お客様が不便につながる不具合は発
生しませんでした。 
また、津田自転車駐車場南側のフェン

スが老朽化のため脱落している状況を
把握し、利用者への安全性を考慮し、直
ぐ修繕工事をしました。 
 

3 

御殿山東自転車駐車場管理室屋
根の補強加工及び津田自転車駐車
場南側フェンスの一部を修繕し
た。 
 

3 

セルフモニタリ
ング及び利用者
等に対するアン
ケートの実施に
ついて提案され
ている 

すべてのお客様が“声”にしてくださるとは限り
ません。隠れた要望や苦情を抽出し、可能な限り改
善をいたします。駐輪場内に「ご意見箱」の設置を
行い、スタッフに面と向かって言えない苦情や要望
を収集し、お客様の満足度を最高水準まで引き上げ
たいと考えます。 

本部スタッフ、統括責任者チェック制
度とアンケート調査・御意見箱など利用
し調査などで、利用者の様子や、従事者
の勤務態度など確認し、苦情の予防に努
めました。現場従事者は可能な限り利用
者との対話などコミュニケーションを
とることにより、有人自転車駐車場でし
かできないきめ細かな対応に努めたこ
とで、概ね利用者と良好な関係を構築で
きたと認識しております。 
また、お客様より感謝のお手紙など多

数頂戴し、現場での対応が、利用者に好
評であったことを実感すると共に、今後
も利用者に愛される対応を努めたいと
考えております。。 
また、苦情があった際に、再発防止策

についてまず現場に「考えさせる」こと
により、自身の改善のための意識を持た
せ向上させることができました。 
 

3 

利用者からのクレームが発生し
た際は、本部スタッフ、統括責任
者が連携し解決に向け、迅速に対
応した。 
また再発防止策はトップダウン

ではなくまず「考えさせる」こと
で、当事者意識を持たせ改善させ
た。 

3 

【施設の管理に関する事項】 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

関係法令及び本
市条例・規則を
遵守し、施設の
設置目的に沿っ
た管理計画が提
案されている 

統括責任者１名と副統括責任者１名を配備し、
貴市の施策や方針を滞りなく現場に反映させ、利用
者への浸透を図ります。また、一方通行だけでなく
利用者からの“生の声”を迅速に連絡・報告する体
制も構築いたします。これにより地域のニーズにあ
った極め細やかなサービスで最高水準の管理運営
を目指します。 

設備関係の不具合があった際は速や
かに現地確認を行い、修繕を必要とする
箇所においては、本社の設備担当スタッ
フまたは専門業者を派遣し、的確かつ速
やかに対処することができました。 
 

4 

施設に不具合があった際、速や
かな現地確認及び、市へ修繕、改
修等の計画提案を行い、適正な維
持管理運営を行った。 

3 

建築設備全般に
係る点検・保守
を適切に実施
し、機能保全・
利用者への安
全、快適な環境
が提案されてい
る 

施設・設備の腐食や故障等の未然防止と発生防止
に努め、お客様とスタッフの安全確保と、施設・設
備の耐久期間延長・長寿命化、さらには修繕のコス
トダウンを図ります。 

各種法令等に基づき、枚方公園自転車
駐車場においては消防設備点検（年 2
回）、電気設備点検（年６回）、ポンプ送
風機点検（年２回）、自転車搬送コンベ
ア点検（年４回）を実施しました。 
階層施設（枚方市駅東、枚方市駅西、

光善寺、香里園町）においても消防設備
点検（年２回）行いました。 
施設、設備の腐食や故障への未然防止に
ついては的確に現場と連携し未然に防
止することができました。 
 
 

4 

各種法令に基づいた点検等が計
画的に実施されていた。 

3 

適正な人員配置
が提案されてい
る 

統括責任者１名、エリアリーダー２名、エリアサ
ブリーダー２名、各駐輪場リーダー１７名、各駐輪
場サブリーダー１７名を配置する。 

＜大阪本社：担当＞ 
陸機事業部 本部上位管理職２名 
 管理運営チーム 本部管理職１名 
＜枚方本部事務所＞ 
 統括責任者１名、事務員１名 
 エリアリーダー４名、 
＜各自転車駐車場＞ 
リーダー１７名、サブリーダー１７名 
現地スタッフ２５０名 
上記にて配置しサービスレベルの低下
を阻止しかつ適正の配置を前提とし、健
全な運用が実行できました。 
 
 

4 

適正な人員配置がなされていた。 
 
 

3 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

施設内で生じた
廃棄物の適切な
一時保管、搬出、
処理の提案がさ
れている 

各駐輪場で生じた廃棄物の処理は、衛生的に効率よ
く分別・収集・保管し、一般廃棄物は事業所ゴミと
して枚方市指定の一般廃棄物処理業者に委託して
適正に処分し、産業廃棄物は資格を有する産業廃棄
物処理業者に委託、マニュフェストを徴収して対処
にあたります。 

一般廃棄物（可燃物）は枚方市内業者
に収集運搬処理を委託、不燃物はダイゾ
ー本社内にて処分しています。また、修
繕工事などに伴う産業廃棄物に関しま
しては、工事業者に委託し適正に処理し
ています。 

4 

施設内で発生した廃棄物の処理
は適正に行われていた。 

3 

備品管理に当た
り、管理簿の整
備及び責任所在
について提案さ
れている 

御殿山東、枚方市駅東第二、枚方市駅西第二以外
の各駐輪場(17ヶ所)に備品管理台帳を置き、駐輪場
リーダーが管理を行います。また、その台帳を本部
スタッフが巡回時にチェックします。 

備品調達書を作成し、自転車駐車場で
記入したものを枚方本部事務所で確認
します。自転車駐車場においても備品台
帳で管理、本部スタッフが巡回時にチェ
ックしています。 
 

4 

備品管理簿の整備及び備品台帳
の管理が適正に行われていた。 

3 

環境に配慮した
管理運営を目指
し、ごみの削減、
省エネルギー等
具体的に提案さ
れている 

経営理念である「企業の社会的存在価値を深く自
覚し、地球の自然環境を大切にし、それとの調和を
重視する企業として生きる」をモットーに地球環境
に配慮した生産活動及び製品提供の推進に努めて
おり、具体的な諸施策を実施していく。 

全社をあげた継続実施事項である、環
境マネジメントシステムの継続的改善
を推進し、全員参加で環境保全及び汚染
の予防に努めました。コピー用紙や事務
用品は出来るだけエコ商品を利用し、環
境改善に努めました。 
指定管理業務につきましては、水や電

気の使用量を最低限にするよう努め、コ
ピー紙についても、使用量低減に努めま
した。 

4 

ごみの削減、省エネルギーに配
慮した管理運営をしていた。 

3 

公正採用への対
応として、大阪
府公正採用選考
人権啓発推進員
設置要綱又は大
阪労働局公正採
用選考 
人権啓発推進員
設置要綱に基づ
き、「公正採用選
考人権啓発推進
員」を設置して
いる 

“公正採用選考人権啓発推進員”を設置してお
り、常に公正な採用を行います。 

「お客様からの苦情がないこと」「能
力・体力的に問題なく業務を遂行できる
こと」「働く意欲があること」「ルールを
守り風紀を乱さない人」に賛同していた
だける従事者には継続雇用をお願いし
ています。 
また、適正人員を確認しながら適宜ハ

ローワークを通じて新規雇用を推進し
ています。雇用契約は半年間とし、公正
な判断のもと更新雇用を実施していま
す。これにより、現場の品質向上に連動
しています。 

4 

独自で判断基準を設け従事者に
継続雇用の意思確認を行いながら
更新をすると共に、適正人員を確
保するため、新規雇用の推進を図
っていた。 
 

4 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

障害者法定雇用
率が達成されて
いる（申請段階
で未達成の場合
は、本施設にお
ける雇用をはじ
め、雇用率が達
成できるよう提
案されている） 

具体的な計画ではないが、就労支援センターと相
談しながら、本施設における清掃強化月間時や啓発
キャンペーン時などの活動において積極的に雇用
の機会をつくっていく。また、短期間雇用だけでな
く、日常業務の中での就労支援、長期雇用に向け尽
力する。 

自転車駐車場スタッフには数名、障害
者手帳を持つスタッフが従事していま
す。 
また、当該従事者は高齢者が多いた

め、体力、集中力等を考慮し、短時間で
の勤務体制を取ることにより柔軟に就
労支援を行っています。 4 

昨年度まで未達成だった障がい
者法定雇用率が 2.43％となり達成
できたことは評価できる。 
障がい者手帳を持つ人をスタッ

フとして雇用しており、当該従事
者の体力、集中力等を考慮した勤
務体制を取り柔軟に就労支援を行
っている。 
引き続き障がい者雇用率が維持

できるよう就労支援に尽力願う。 

4 

職務に従事する
ものが、人権に
ついて正しい認
識を持って業務
を遂行できるよ
う、人権研修に
ついて、提案さ
れている 

すべての利用者への平等・公共性のある対応はも
ちろん、周辺の地域の皆様への対応、駐輪場に関わ
るすべてのスタッフのよりよい環境の整備へ尽力
する。 
１． フローチャート等の図解でわかりやすく

業務内容をまとめた資料を用いて全職員
を対象に研修する。 

２． 障害者、高齢者などの社会的に弱者と呼ば
れる方々への配慮と行動、平等性をテーマ
にした研修を全職員対象に実施する。 

３． すべてのスタッフが性別や社会的身分、人
種等に拘らない「よりよい職場環境」を実
現するための off-JT（講義型）研修を雇入
れ時に行う。 

新規雇用の研修時に人権研修も含め、
off‐JTを行いました。また既存従事者
に対して、本部運営スタッフ、統括責任
者が度々、各自転車駐車場に出向き、従
事者とのコミュニケーションを図りな
がら接遇向上、人材育成と共に機会を見
て人権について対話を行いました。 
今年度も新型コロナ感染防止の三密

回避観点より、集合研修は未開催とし、
本部統括責任者による各自転車駐車場
への訪問視察及び直接指導にて対応し
ました。 

4 

研修は、新型コロナウイルス感
染防止の三密回避のため研修会は
実施せず、本部統括責任者による
各自転車駐車場への訪問視察及び
直接指導より人権研修を実施し
た。 

 

3 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

男女雇用機会均
等法に基づくセ
クシュアル・ハ
ラスメント防止
対策について提
案されている 

当社の就業規則第 3 章服務規律第 29 条のセクシ
ャルハラスメント・育児休業等に関するハラスメン
トの禁止について、人権研修時に教育する。 

引き続き新規雇用の研修時に人権研
修（セクシャルハラスメント防止）も含
め、off‐JTを行いました。また、就業
規則でハラスメント行為には懲戒解雇
を含めた厳しい処分とすると明記して
あり、理解させるよう啓蒙しています。 
よってハラスメントにつながるトラブ
ルは発生しておりません。 

3 

男女雇用機会均等法に基づくセ
クシュアル・ハラスメント防止対
策については、しっかりと啓蒙さ
れていた。 

3 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

枚方市情報公開
条例の目的等を
踏まえ、管理運
営事業で保有す
る情報の公開に
関する対応が明
確に示されてい
る 

当社は「公平・公正・正義」を判断基準・行動基
準とし、「信頼を得る企業、透明性のある企業」を
目財しており、情報公開請求の要望については、積
極的に対応する。 
１． 当社が持つ公共性の高い情報は、適正な手

続きのもと貴市への情報公開請求があっ
た場合、市民の皆様が知り得る当然の権利
として対応する。 

２． 当社が指定管理業務の中で作成、取得した
文書、図面、画像等のデータ等について、
貴市へ情報公開請求があった場合、貴市と
の協議の上、出来る限り情報公開する。 

３． 当社の持つ独自のノウハウに関する情報
については、会社財産・知的財産・秘密情
報の観点もあり、貴市と協議の上、判断・
決定する。 

 

枚方市情報公開条例を遵守し、当社の
財産である独自のノウハウやマニュア
ルなどを作成しています。 
また、枚方市より情報開示依頼があっ

た際は、滞りなく速やかに報告していま
す。 

3 

枚方市情報公開条例の遵守及び
速やかな情報開示の体制を引き続
き維持してほしい。 

3 

枚方市個人情報
保護条例の目的
等を踏まえ、個
人情報の保護に
関する必要な措
置について明確
に示されている 

個人情報の適正な管理及び安全性を保つため、
「個人情報保護条例」及び、当社「個人情報保護基
本方針」「個人情報保護基本規定」に従って管理す
る。 

引き続き、新規雇用研修時に個人情報
保護も含めた off‐JT を行いました。ま
た、全スタッフに雇用契約時、個人情報
保護に関する誓約書に署名、捺印をして
提出させ、自覚を持った上の業務遂行を
徹底させる仕組みを構築しています。 
 

4 

枚方市個人情報保護条例の目的
等を社内研修で教育されている。 
 

3 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊急時・防犯・
防災対策の危機
管理マニュアル
作成等が提案さ
れている 

緊急時において切迫感や焦燥感に駆られること
の無いよう、次の行動へ迅速に適切、的確に移行で
きるように緊急対応フロー図を作成し、それに準じ
た対応をする。 
また、スタッフマニュアル【緊急対応編】を作成

している。 

全自転車駐車場に「スタッフマニュア
ル【緊急対応編】」を配備しています。 
本部スタッフの巡回時に個別にて抜き
うち確認を行い、理解度を確認しまし
た。 

3 

巡回時に個別で抜きうち確認を
行い、理解度を確認するなど、緊
急対応について備えている。 

3 

緊急事態発生時
又は発生が予測
される場合にお
ける常時連絡可
能な体制・方策
が提案されてい
る 

あらゆる事態にお客さま第一主義、現場最優先の
考えを基に適切、的確に、かつ迅速に対応していく
為に、緊急時連絡組織網・緊急連絡体制を構築する。 
また、大災害時には、緊急配備として統括責任者

を筆頭とした全スタッフが迅速に集合し「緊急対策
本部」を設置して対応にあたる。 

 

全自転車駐車場に「緊急連絡網」を配
備しています。災害時を想定し緊急安否
確認メールを全職員で実施しており、定
期的に訓練も実施しています。 
現場従事者と統括責任者との連絡網は
日常的に実施されていることから有事
の際も的確に実行に移せる環境を構築
できています。 

 

4 

全自転車駐車場に「緊急連絡網」
を作成し、災害時を想定した緊急
安否確認メール訓練を実施してい
る。 

3 

構成員間（本支
社間含む）、市と
の間におけるリ
スク分担に対す
る考え方が明確
に示され、かつ
考え方に対応し
た分担内容とな
っている 

お客様にとって、施設の安全性は当たり前であ
り、事件や事故などはあってはならないものと考え
ている。その観点から日々の安全管理（危険予知活
動や定期的な点検、防止策など）は最重要課題であ
り、重要な責務であります。「緊急対応マニュアル
(施設の安全管理を含む)」を策定し、それに基づい
た研修と非常時対応訓練を全スタッフ対象に行い、
いついかなる場合でも、お客様の安全・安心を優先
し、迅速、的確に危機の対応にあたります。 

今年度も新型コロナウイルス感染予
防に関する内容を追加し周知徹底しま
した。各自転車駐車場従事者はマスクの
適正着用や定期的に消毒剤での消毒を
行い、利用者向けにも消毒剤の配備を継
続実施とともに「マスク着用」掲示を行
い感染防止に対する意識強化を啓蒙し
ました。啓蒙した結果、現場従事者の一
人ひとりまで浸透し、円滑に進められて
います。 
 

3 

新型コロナウイルス感染予防に
関する周知を行い、定期的な消毒
及び利用者に向けた「マスク着用」
掲示を行い感染防止に対する啓蒙
を行った。 

3 

【その他】 

利用者サービス
の向上等、施設
の利用率の向上

レンタル自転車による利用者サービスの向上を
図る。 
また、当社オリジナルの「非接触型充電システム」

スマートキータイプと通常キータイ
プのレンタサイクルを設置しているが、
通常タイプの利用が高く、月 100回程度

3 
スマートキータイプと通常キー

タイプを導入され工夫されてい
る。【当社オリジナルの「非接触型

3 



 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

につながる自主
事業を提案され
ている 

を搭載した電動アシスト自転車を開発次第、導入す
る。 

の利用を頂いております。 
従事者対面型のレンタル手続きが浸

透しており、スマートキー車の稼働が低
い状況にあります。非接触型充電タイプ
の開発についてはアシスト自転車バッ
テリーとの接続については、安定的な提
供ができないため導入しておりません。 

充電システム」を搭載した電動ア
シスト自転車を開発次第、導入す
る。】が実現するよう期待してい
る。 
 

施設の利用促進
につながる広報
活動等について
具体的な実施計
画が提案されて
いる 

 利用者サービスの向上策として、周辺の清掃活
動、周辺マップの掲示、空気入れの設置、ワイヤー
錠の無料貸出し、緊急時の自転車の無料貸出し、雨
の日サービスとして雨合羽の無料貸出し・ハンド
ル・サドル拭きサービスに、自主事業としてレンタ
ル自転車に取り組んでいる。 

コロナ禍であるため、対応を自粛する
期間もありましたが、利用者からの評判
も良い項目は継続し利用者からも一定
の評価をいただけました。 
利用者サービスの向上策から周辺の

清掃活動、空気入れの設置・緊急時の自
転車無料貸し出し・ハンドル、サドル拭
きサービスを実施しました。 
自主事業のレンタル自転車について

も引き続き実施しています。周辺マップ
の掲示については速やかに情報更新し
たものを掲示します。 

3 

利用者サービス向上のため、
様々な策を講じている点は評価で
きる。今後も自主事業とともに利
用促進につながるサービスの実施
を期待している。 

3 

枚方市自転車駐
車場条例第４条
第１項第２号及
び第３号に規定
する内容（自転
車等の安全利用
に関する情報の
収集及び提供を
行うこと、自転
車等の放置防止
の啓発を行うこ
と）が提案され
ている 

当社では、放置自転車問題だけでなく自転車利用
環境の向上を目指し、粘り強く、継続的な啓発活動
に励みます。「放置自転車は、やめよう！」「駐輪場
をご利用ください！」といった放置自転車をターゲ
ットにした啓発チラシ・ポスターだけでなく、「自
転車マナーを守ろう！」「○○ながら自転車は禁
止！」といった啓発・ポスターも併せて掲示します。
さらには、道路交通法改正に基づく追加禁止事項や
自転車保険加入推奨等も提示して利用者への浸透、
自転車マナーアップを図ります。 

 

市の啓発ポスターや警察からの掲示
物に関しては、各駐輪場に配布し、利用
者の視線に入るように掲示しました。 
 
 

3 

交通安全啓発に係るチラシ・ポ
スター等を工夫して掲示してお
り、自転車利用者のモラルやマナ
ーの向上に寄与した。 

3 

  一次評価（指定管理者
による評価） 

平均点 3.5 
二次評価（市による評
価） 

平均点 3.1 
  



 

 

一次評価者（指定管理者）所見 

今年度も公平、公正、安全、安心に、基本方針である「誠意をもった管理運営」「利用者目線の管理運営」「柔軟な対応ができる管理
運営」をモットーに有料自転車駐車場管理運営業務に努めました。利用者への接遇とマナーにも注力し、「挨拶」「言葉遣い」「身だし
なみ」「立ち振る舞い」で＜心地よい駐輪場＞を継続して提供出来たと自負しております。今年度に関しても利用者だけでなく、市民
である現地スタッフにもより良い職場環境を提供出来たと確信しています。去年に引き続きウィズコロナのなか迅速な対応や、徹底
した感染防止が出来ました。引き続き民間企業である弊社のノウハウを活かして柔軟かつ迅速な対応ができました。 

 

総合評価 

二 次 評 価 者
（施設所管部
署）所見 

一部の駐車場で利用者と駐車場従事者のトラブルがみられたものの、苦情対応は迅速に対応され、事後報告もなされており全
般的には施設の管理運営は概ね適切に行われていました。 
指定管理期間の最終年度を迎えるにあたり、事業計画に記載の各項目について、今一度進捗状況の確認を行い、達成した項目
はブラッシュアップし、より完成度を高め、未達成の項目は必ず達成するよう工夫してください。 
これからも利用者が安全に、安心して利用できるような管理運営、サービス向上に努めてくださることを期待します。 

事業計画に則し

た適切な管理運

営を行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．収支状況

歳入

項目

指定管理料

利用収入

その他

小計　a

別掲として市への収入として

使用料

歳出

項目

人件費・賃金等

会員分配金

消耗品費

印刷製本費

電算機保守料費

通信交通費

通信運搬費

保険料

光熱水費

内訳　　電気

水道

租税公課

委託費

賃借料等

減価償却費

雑費研修費

修繕費

什器備品費

小計  b

合計  a-b

単位：円

183,734,859

676,914

2,787,221

186,643,503

令和3年度

-11,924,4243,289,164 -19,460,111 -12,348,328 -9,220,327

245,424,424210,333,465 239,460,111 238,348,328

単位：円

241,220,327

1,179,468 3,255,980 3,711,815

0

3,502,9303,500,310

5,957,9705,792,924 5,845,170

624,645988,559 435,392

5,845,176

901,096

6,400,5661,417,624 4,523,042 5,700,630

1,062,9911,648,044 1,468,047 1,070,910

5,601,480

1,061,491

319,367368,098 311,990 349,546

23,785,4911,352,004 18,813,113 20,829,391

332,037

23,266,116

10,641,49014,387,315 13,110,082 12,062,705

10,291,92414,019,217 12,798,092 11,713,159

11,165,881

10,833,844

333,310339,225 331,220 331,220

819,719

307,880

989,0801,087,500 1,014,259

1,348,7041,757,050 1,443,457

990,060

1,381,843

15,763,748 182,138,673 180,559,977

540,6911,567,261 1,647,881 1,452,843

167,239,281

平成29年度 平成30年度 令和元年度

単位：円

227,338,600294,569,300 283,314,400 278,639,000 221,383,600

令和２年度

233,500,000213,622,629 220,000,000 226,000,000 232,000,000

233,500,000213,622,629 220,000,000 226,000,000 232,000,000

単位：円

令和3年度平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

3,593,0534,619,776 4,546,040 3,890,559

１．利用状況

開館日 365 日 365 日 365 日 365 日 365 日

一時利用者 926,772 人 964,388 人 892,734 人 695,843 人 698,418 人

定期利用者 119,052 人 113,824 人 97,461 人 91,407 人 94,104 人

施設稼働・利用率 71.20 ％ 69.33 ％ 68.06 ％ 56.8 ％ 55.6 ％

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和3年度


