
施  設　 　名

施 設 所 管 課

1 指定管理者

団  　体 　 名

指　定　期　間

2

指定管理者の
行う事業内容

実施場所

第1体育館
第2体育館

第1体育館

運動公園
テニスコート

第1体育館

第1体育館

第１体育館

第１体育館

第1体育館

第1体育館
第2体育館

多目的広場
市民グラウンド

多目的広場
市民グラウンド

市民グラウンド

第1体育館
第2体育館

 評価

B+

18

久喜市総合体育館及び有料公園施設等

公園緑地課

毎日興業・日本美装グループ

平成２８年　４月　１日　～　平成３３年　３月３１日　（１年目）

指定管理者の管理運営に関する評価シート(一次・二次評価用）

（評価対象期間：平成２８年４月～平成２９年３月）

事業運営〔有効性〕

・貸出施設管理運営事業
本施設の設置目的及び久喜市都市公園条例等の趣旨を理解した上で、民間事業者のノ

ウハウを活かし、公平性の確保・質の高い市民サービスの提供等、公共施設としての基本
的役割を維持すると同時に、効率的な管理運営を行う。
・自主事業

本施設の設置目的を達成する為に、指定管理者主催の各種教室、イベント、販売事業を
実施し、利用者数の増加及び施設の稼働率向上を図る。

事業の実施状況

事　　業　　名 実施日 備　　考

スポーツ関連の自主事業 通 年
アリーナ、武道場、多目的室
等で開催

イベント：各種スポーツ大会（体育館杯） 通 年
バドミントン、卓球、吹矢の
各連盟との共同開催

イベント：フレンドシップテニス大会等（体育館杯） 通 年 計15回開催

イベント：元日本代表選手のコーチによる卓球教室 5月7日
「福原愛 選手」の元コーチを講師に
招いて開催

展示会：バラの展示会 5月14日～15日
１階ロビー（ラウンジ）に展示
久喜ばら会との共催

イベント：元日本代表選手によるバレーボール教室 9月24日
元日本代表大竹秀之氏を講師
に招いて開催

イベント：JX-ENEOSバスケットボールクリニック 8月6日
JX-ENEOSサンフラワーズOG
選手８名をコーチに招いて開催

イベント：Bリーグプレシーズンゲーム 9月19日 埼玉ブロンコスvs東京海上日動

浦和レッドダイアモンズOB選手
5名をコーチに招いて開催

イベント：新春健康フェア 1月5日 新春の健康増進事業

イベント：埼玉西武ライオンズ野球教室 2月8日
西武ライオンズOB選手３名を
コーチに招いて開催

自主販売（パン・飲料・スポーツ用品、ウェア等） 通 年 施設利用者への便宜

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

・施設利用者のニーズに応じた教室やイベントを定期的に開催しているほか、
トップアスリートを講師に招き、「選手の育成」を目的とした事業（クリニック等）を
開催している。
・施設利用者や各種事業への参加希望者からの問合せや相談には、親切丁寧
に応じている。
　また、施設管理や事業運営に係る提言等をいただいた際には、実施可能なも
のから、順次柔軟に対応している。

イベント：グラウンドゴルフ大会（体育館杯） 3月8日
久喜市グラウンドゴルフ協
会との共催

イベント：市民グラウンドリニューアル
オープン記念式典及び「浦和レッズサッ
カー教室」

3月12日
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3

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

（前年度）

61教室

209人

418人

82人

390人

136人

98人

1,200人

―

300人

―

285人

 評価

B+

18

4

苦情件数 （前年度）

利用状況〔有効性〕

施設の利用状況
359日 360日

540,112人 566,892人 (夏季プールの利用を含む。）

主な事業の
参加状況

事　　業　　名 参加者数 備　　考

各種スポーツ教室・文科系教室 66教室 週に44教室開催

各種スポーツ大会（体育館杯） 218人
バドミントン、卓球、吹矢、ミニテ
ニスの4種目・7大会

各種テニス大会（体育館杯） 505人 計15回開催（雨天中止無し）

元日本代表選手のコーチによる卓球教室 108人 継続事業、卓球連盟との共催

バラの展示会 400人 継続事業、久喜ばら会との共催

JX‐ENEOSバスケットボールクリニック 244人
スポ少ミニバス部会の協力を得
て開催

元日本代表選手によるバレーボール教室 79人
久喜市バレーボール連盟の協
力を得て開催

Bリーグプレシーズンゲーム 1,800人 規模を拡大して継続事業

埼玉西武ライオンズ野球教室 357人
スポ少野球部会の協力を得て
開催

新春健康フェア 300人 毎年開催

市民グラウンドリニューアルオープン記
念式典及び　　　「浦和レッズサッカー教

270人
新規事業、スポ少サッカー部会
の協力を得て開催

グラウンドゴルフ大会（体育館杯） 284人
継続事業、グラウンドゴルフ協
会との共催

※「参加者数」は、事業運営に携わる指導補助員（参加団体の協力者）や参加者の保護者等を含む。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

利用者満足度〔有効性〕

苦情対応実績

6件 6件

主な苦情 対応内容

【苦情】　公園利用者より、
　公園内のベンチを野球場利用者が独占し
て使用しているので、他の公園利用者も使え
るように注意してほしいとの苦情をいただき
ました。

　野球連盟の代表者に、ベンチの占有を避け、ブルー
シート等を敷いて対応していただくように、各利用団
体への周知徹底を図るようお願いしました。

【苦情】　公園利用者より、
　軟式専用の野球場で、硬式球で使用してい
るチームがあるとの苦情がありました。

　10月期より、受付での利用料金の収受時に、当面
は硬式球を使用しないように確認することを徹底いた
します。また、野球場の巡回数を増やし、利用状況の
確認体制を強化いたしました。

【苦情】 市民の方より
　市民グラウンド倉庫内、テーブル等の備品
類が破損していると苦情がありました。

　即日１０脚あるテーブルを３脚だけ残して、天板、脚
の破損個所を修繕して、管理台数を合計６台としまし
た。　不足の場合は、第２体育館より貸出しをいたし
ました。（収納時での損傷破損防止）

・好評を得ている教室や大会のほか、新規イベント等の開催回数を増加し、より
多くの方に施設を利用していただけるよう積極的に取り組んでいる。
・これまでに指定管理施設を利用したことがない方でも、気軽に参加できるような
イベントを定期的に開催し、施設の認知度向上に努めている。
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実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

利用者満足度向
上への取組み

 評価

A

20

5

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

利用料金収入

光熱費利用者負担

自主事業収入

自主販売収入

雑収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

管理費

委託料

事業費

事務費

諸経費

予備費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

【要望】 ターゲットバードゴルフ協会より
　スズメバチの巣があり駆除してほしいとの
要望がありました。

　現地確認をして、フェンス区画外に用水路の上部に
直径60CMほどの巣を確認、ハチは小康状態であった
為、公園緑地課の指示を仰ぎ11/8駆除を実施いたし
ました。

アンケート調査
の実施状況

通年

・利用者アンケート（毎月100件以上受理）
　　内容：施設の利用全般、備品の使い心地、美観、販売品の充実、スタッフの対応につ
いて、（非常に良い/良い/普通/悪い）の中から選択していただくほか、近隣施設との比
較、その他の意見や感想について記述いただくもの。
・スタッフ情報カード（毎月100件以上受理）
　　内容：スタッフが利用者から聞いたことや自ら気付いた情報を収集するもの。

　「利用者アンケート」を集計した結果、平成28年度では、『スタッフの対応が良い』
(93%）、『館内外の美化が良い』（92%）、『近隣他施設と比べて良い』（84%）となった。

・「埼玉県経営協議会　経営品質向上プログラム」に取組み、講師を迎え全職員参画で毎月実施し
た。
・「利用者アンケート」及び「スタッフ情報カード」を最重要視し、常に利用者の意見や要望の把握に
努め、施設の運営改善等を積極的に取り組んだ。
・「利用者アンケート」で寄せられた意見等に対する回答を館内に掲示すると共に、苦言や強い要望
に対しては、市担当課に報告すると同時に、指定管理者本社職員を交えて対応策等を検討し、迅速
に対処した。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

収支状況〔効率性〕

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

98,573 98,573 97,632

34,700 35,947 37,602

0 0 0

12,500 15,196 14,738 各種教室及び大会の参加費等

3,500 6,436 5,056 物販・自動販売機の売上等

540 181 478

149,813 156,333 155,506

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

31,088 30,270 34,602

42,067 44,198 32,295

26,927 29,787 20,173

1,769 1,256 1,285

管理費には、光熱水費を含む。　諸経費には、人件費を含む。

47,962 50,265 65,970

0 557 1,181

149,813 155,776 154,325

・年間を通じ、施設利用者の意見を聞く機会を確保し、各施設の維持管理や事業
運営に可能な限り反映させている。
・施設利用者から受けた要望等に対し、指定管理者ができる範囲の中で、工夫
を凝らし迅速かつ柔軟に対応している。
・施設の運営管理に係る利用者の満足度が年々上昇している。
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評価

B

11

6 管理運営〔適正性〕

開館時間

休 館 日

管理体制

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

○
第1・第2体育館

市民プール

○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第1体育館

ユニフォームのリニューアル ○
第1・第2体育館

市民プール

○ 第1・2体育館

○ 第1・2体育館

○ 第1・第2体育館

○ 第1体育館

○ 運動公園内

○ 第1体育館

○ 全施設

○ 市民グラウンド

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

施設の
運営業務

　午前8時から午後9時（屋内施設の利用は午前9時から）

　・第1体育館　毎月第4火曜日
　・第2体育館　毎月第4水曜日　　・第1及び第2体育館　12/29～1/3（年末年始）

◆指定管理者スタッフ32名（プール開設時の人員を除く）
　　・正社員6名（エリアマネージャー、館長、副館長、設備/警備リーダーの各１名、事務2名）
　　・臨時職員26名（受付11名、設備/警備2名、/警備1名、清掃8名、トレーニング室4名）
　　・繁忙期社員応援（指定管理者代表の本社より）4名
◆シルバー人材センターへの業務委託
　　・従事者3名（第2体育館の夜間受付〔午後5時から午後9時〕）
　　・従事者5名（グラウンド及び施設環境の整備）

・全体研修「向上会」の実施（四半期毎に全職員による研修を実施）
・防火安全実務研修　　・警備員現任研修　　・体育指導員研修　　・救命救急研修
・体育施設セミナーへの参加　・プールの安全管理関連研修　・個人情報保護関連研修
・人権関連研修　・他市体育施設等の見学　他

・施設管理にあたっては、利用者の安全を第一に考え、不具合箇所の早期発見、早期補修に努め
た。
・日常業務については、全ての職員を管理、設備、受付、清掃、警備、トレーニングの担当にグルー
プ分けを行い、それぞれの分野に精通した専門性の高い職員を育成できるよう取り組んでいる。
　また、自主事業の企画及び運営にあたっては、指定管理者本社職員とも連携を図り、魅力ある自
主事業を展開している。
・その他、広範囲に及ぶ定期作業、専門作業、法定点検については、第三者への業務委託により実
施し、設備管理に係る各種法令を遵守しながら良好な施設環境を維持した。

①指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

企画提案内容 実施日 備　　考

ホームページのリニューアル更新 4月
市担当課と打合せ、市内循環
バスの時刻表などへのリンクを
取り入れ、利便性を向上させた

ＬＥＤ照明器具へ置換工事 4月～5月
夜間工事により、第1体育館内の誘
導灯、武道場及びアリーナの照明器
具を交換

トレーニング室のリニューアル（ト
レーニング機器全機種の置換え
等）

5月～6月
各種トレーニング機器の全機種
入替及び増設置換えを実施

屋外灯をLED照明器具へ置換工
事

11月 正面玄関　階段部誘導灯（10器具）

7月・9月・12
月

全スタッフの夏用・冬用ユニ
フォームを更新

施設の宣伝活動
（毎日興業アリーナ久喜）

９月
新聞の折り込みや地元FM局、
ローカルTV局を活用した告知

ネーミングライツ取得
（毎日興業アリーナ久喜）

9月 看板の設置、記念品の配布

館内掲示物の更新（掲示板の増
設）

12月～3月
各所案内掲示更新及び掲示板
の増設

タニタ社製トレーニングマシーン
の購入　８台

1/19
新規事業展開として購入（計８
台設置）

トラクターの更新（購入） １月 老朽機器の更新（購入）

サッカーゴール運用に伴う安全対
策器具の購入

2月
フットサル用ゴールのウエイト6
体購入

サッカーゴール運用に伴う安全対
策器具の購入

２月～3月
第1体育館（ウエイト6体）運動公
園（ペグ32本）の購入及び配備
運用

サッカーゴール一般用の購入（市
民グラウンド）

3/10
グラウンドの改修工事完了に合
わせて更新購入

・利用料金収入並びに自主事業収入は、前年度実績を上回る結果となったが、
その年度の気象条件等により、大きく左右するものと認識している。
〔実例：例年と比較し、昨夏は天候に恵まれ、市民プールの料金収入は増額と
なったが、一昨年の冬季は、1月期に発生した降雪の影響により、屋内外施設の
利用キャンセルが相次いだことから、料金収入は減額となった。〕
・支出面では、経常経費（主に光熱水費）の削減に努めた。

4



○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第1・第2体育館

○ 第1体育館

（修繕、補修等） ○ 第1体育館

○ 第2体育館

○ 第1体育館

○ 第1・第2体育館

○ 第1体育館

○ 運動公園内

○ 市民プール

○ 市民プール

（防災及び、
訓練講習会）

○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第2体育館

○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 運動公園内

○ 運動公園内

○ 運動公園内

○ 全施設

○ 第1・2体育館

○ 市民グラウンド

○
多目的グラウンド
市民グラウンド

○ 運動公園

○ 運動公園

○ 市民グラウンド

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

アリーナ、ロビー及び武道場の屋
根の補修

4月～11月
窓枠、屋根材の継ぎ目にコーキ
ングを充填、防水テープ施工

ロビー内の遮熱対策（室温の上
昇抑制対策）

7月～9月
天窓にシート（2ｍ×1ｍ）4枚の
取り付けを実施

バドミントン・バレーボールのネッ
ト及び支柱の安全点検

10月 不具合箇所の補修等を併せて実施

バドミントン支柱の全面塗装 12/8～12/12
美術展開催期間の備品未使用
時に実施

メインアリーナ２階手すり塗装
12/29～
12/31

手すり全面塗装（臭気換気の為
休館期間利用）

ロビー内ドアの全面塗装 12/29～1/2
各所ドア全面塗装（臭気換気の
為休館期間利用）

メインアリーナ床面の補強（バス
ケットゴール荷重対策）

12/29～1/3
休館期間中に床下にベース
ジャッキを設置（南側倉庫出入
口の床補強）

　

経営品質向上研鑽会を実施 通年
「埼玉県経営品質協議会　経営
品質向上プログラム」に取組み
全職員が参加、毎月実施

防災用品（アルミシート・飲料）の
備蓄

通年
避難所の開設時に備え
て100人分を備蓄

スズメバチの巣の駆除（巣づくり抑制
トラップの設置）

4月～11月

巣の駆除件数：6件（前年：6
件）
※トラップの設置により駆除機会を
抑制

赤十字救急基礎講習会の実施 7/2・3 講習会及び実技訓練（35名参加）

赤十字救助訓練の実施 7/17
公開実技訓練　　（プール開
園時間内での実施）

消防避難訓練の実施（第2回） 9/21・3/2
消防職員指導の下で実施
定期訓練（18名参加）

普通救命講習会の実施（入門
コース）

3/2
消防職員指導の下で実施（26
名参加）（施設利用者を含む）

消防避難訓練の実施 3/22
消防職員指導の下で実施
定期訓練（13名参加）

消火器の更新（購入） 3月 12本の更新（購入）

火災報知器の交換 10月・12月
非常時に備え、老朽機器の交
換を実施（メインアリーナ2か所）

（植栽関連）

伐採、剪定した樹木の枝の整理 通年 剪定した樹木の枝を整理

枯れ枝の落下防止対策 通年 樹木上部の枝を中心に剪定

市民グラウンド周辺の樹木剪定
4月～9月
2月～3月

保安対策、歩行者等に配慮
した安全対策

除草、低木（植栽帯）の剪定
4月～9月
2月～３月

景観に配慮して定期的に実施

グリーンカーテンの設置（室温の
上昇抑制対策）

5月～9月 玄関付近及び南面花壇に設置

（グラウンド整備
及び、マラソン大

会関連）

陸上競技用トラック（400メートルト
ラック）の補修

5月
市内の小学校陸上競技大会等
に併せて実施

排水溝の機能改善 9月・2月・３月
排水路の掘削、土砂の除去及
び清掃を実施

低木及び高木の剪定
2/1～
3/12

久喜マラソン大会の開催に向
け、公園内の環境整備を実施

久喜マラソン大会の走行路路側
帯及び歩道付近の整備

3月
久喜マラソン大会の、スタート位
置付近の環境整備を実施

久喜マラソン大会の走行路及び
インフィールド整備

３月
久喜マラソン大会に向けてトラックコ
ンディションの向上を図るために実
施
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○
運動公園
駐車場

○ 運動公園内

○ 第1・2体育館

○ 青葉野球場

○ 市民グラウンド

○ 多目的グラウンド

○ 清久野球場

○ 市民プール

○ 市民プール

○ 市民プール

○ 市民プール

○ 市民プール

○ 市民プール

○ 運動公園テニスコート

○ 青葉公園テニスコート

○ 運動公園テニスコート

○ 運動公園テニスコート

○ 運動公園テニスコート

○ 青葉公園テニスコート

○ 青葉公園テニスコート

○ 運動公園テニスコート

（屋外施設）

各駐車場の補修 通年
出入口部分を中心に、起伏部
にアスファルト合材を用いて補
修

柵（杭及びロープ）の改修 通年 置換え等を定期的に実施

第2体育館の玄関（スロープ部
分）のタイル補修

5月 隆起部分及び破損箇所の補修

ナイター照明コントロールボックス
交換修繕

11月
メンテナンスを繰返し、部材
オーダーで製作、交換

ジュニアサッカーゴールの塗装
（市民グラウンド４体）

２月～3月
改修工事期間を利用してメンテ
ナンス

ジュニアサッカーゴールの塗装
（多目的グラウンド２体）

3月
空き施設時間を利用してメンテ
ナンス

野球場グラウンド改修作業（外野
草地起伏）

３月 外野コンディションの改善対策

（プール施設）

管理棟ドアの全面塗装及び修繕 6/20～6/30 ドアの全面塗装、修繕

管理棟シャワーブースの塗装及
び修繕

6/20～6/30 シャワー室及水栓塗装、修繕

プールサイドベンチの塗装修繕 7/1～7/15 屋外ベンチの全面塗装、修繕

プール管理棟3Ｆのサンデッキ人
工芝の置換え

7/15
テニスコート用人工芝の敷
設（約300㎡）

スラロームスライダーの滑走面の
補修

7/15 ＦＲＰの劣化損傷箇所の補修

立入り禁止区域（柵の作成×3
体）の設定

7/20
多目的プール（スライダー下部）
の一部エリアの立入りを禁止

（テニスコート）

テニスコート内の防風ネットの補修 6月 劣化箇所等の補修

清掃用具及び散水ホースの更新 7/20
施設利用者によるセルフメンテ
ナンス作業の効率化を図るため
に実施

グリーンカーテンの設置（室温の
上昇抑制対策）

7月～9月 テニスコートトイレ南面に設置

日除けシートの設置 8月～9月
テニスコート外周部に日除け
シートを設置、日陰部を増やし
た

テニスコート（オムニコート）の補修 8月～3月 各コートの人工芝の接着補修

テニスコートのフェンス扉増設（青
葉）

10月
お客様方のご要望により、
利便性の向上を図り入口の
増設を内製施工

テニスコート内の防風ネットの補修 3月 劣化箇所交換補修　約15ｍ

テニスネットワイヤー巻き機器の
交換（№1コート）

3/15～16 老朽部品の更新
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○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第1体育館

○ 第１体育館

○ 第１体育館

○
多目的グラウンド
市民グラウンド

○ 運動公園

○
多目的広場

○
市民グラウ

ンド

○
第１体育館
アリーナ控

室

評価

B+

13

（イベント及び各
種大会）

元日本代表選手のコーチによる卓球教室 5月7日
「福原愛 選手」の元コーチを招き、
卓球連盟の協力を得て開催

バラの展示会 5/14～15 久喜ばら会との共催

JX-ENEOSバスケットボールクリニック ８/６
JX‐ENEOSサンフラワーズOG8名を
招き、スポ少ミニバス部会の協力を
得て開催

バスケットボールクリニック 9/19
埼玉ブロンコスＯＢ選手2名を招
き無料開催（市内中学生対象）

Bリーグプレシーズンゲーム　　(埼玉
ブロンコスvs東京海上日動ビックブ
ルー)

9/19
久喜スポ少、市内中学・高
校の協力を得て開催

元日本代表選手によるバレーボール教室 9/24
大竹秀之 氏を招き久喜市バ
レーボール連盟の協力を得て
開催（指導員、連盟、覧18人）

グラウンドゴルフ大会の開催（規模拡大） 3/８ グラウンドゴルフ協会との共催

バラ園「レッズローズ」の植樹 12/11
浦和レットダイアモンズの「レッ
ツロ－ズ」２０株を植樹

埼玉西武ライオンズ野球教室 2/4

久喜スポ少野球部会の
協力を得て開催（指導員
人、観覧193人）

市民グラウンドリニューアルオー
プン記念式典及び「浦和レッズ
サッカー教室」

3/12
久喜スポ少サッカー部会の
協力を得て開催（指導員、
父兄観覧154人）

女性向けフィットネス「SLAT」　無料体
験教室 3/30・31

タニタ社製トレーニングマ
シーン８台を運用して、体験
会を実施

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

・施設の運営業務、維持管理業務全般にわたり適切に行われている。
・趣向を凝らした自主事業（トップアスリートを講師に招いたスポーツ教室等）をは
じめ、各種企画提案内容を確実に実施している。
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7 その他〔適正性〕

情報提供・広報
活動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

評価

B+

9

・総合体育館やスポーツ団体のホームページに、各種教室、イベント、大会等の開催情報
を掲載したほか、新聞の折り込みや地元FM局、ローカルTV局を活用した告知、市内の公
共施設へのポスターの掲示や、チラシの配架などを通じ、より多くの方に事業に参加してい
ただけるよう積極的な広報活動に努めた。
　そのほか、市民プールの開設にあたっては、ネット無料サイトや、フリーペーパーへの掲
載等を通じて、利用者の増加に資する宣伝活動を行った。
・自主事業については、市広報紙（毎月15日号に掲載）や、各種スポーツ大会のプログラム
等に開催情報を掲載したほか、市内商業施設でのポスター掲示など、効率的に参加者を募
る取り組みを行った。

・市個人情報保護条例及び規則を遵守している。
・指定管理者の代表企業が、平成23年度にプライバシーマークを取得したことから、同制度
に基づく適切な情報管理を行った。
・個人情報の取扱いに係る研修を全職員を対象に行った。

・消防計画に基づき、市民プールは7月に、第1体育館は9月及び3月に、第2体育館は3月に
消防・避難訓練を実施した。また、傷病者の対応に備え、12月に普通救命講習会を実施し
た。
・東日本大震災の発生に伴い、第1体育館が避難所として使用された経験を踏まえ、防災
備品等の備蓄を推進するとともに、設備及び機器の点検を定期的に実施した。
・台風や降雪に備え、倒木等を未然に防ぐための対策（樹木の補強、生育状態の確認な
ど）、体育館等の屋根からの落雪に備えた安全対策（危険箇所への立ち入り禁止の措置な
ど）を必要に応じてその都度実施した。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

・各種自主事業（スポーツ教室やイベント等）の開催について、様々な手法によ
り、積極的な広報活動に取り組んでいる。
・個人情報の保護については、プライバシーマークの取得に係る制度内容を準
用しているほか、全職員を対象とした研修会を開催するなど、適切な保護措置を
講じる体制づくりに努めている。
・防災対策については、各施設ごとに消防訓練及び避難訓練を実施するなど、
施設利用者並びに職員の防災意識の高揚を図っている。
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8 特記事項

・第3期指定管理者初年度となる本年度の取り組みとして、非常にタイトなスケジュールではあったが、ホーム
ページのリニューアル、第1体育館内の各種照明機器のＬＥＤ化、トレーニング室のリニューアル、災害発生
時における避難所運営を想定した備蓄品の確保、ネーミングライツの取得等、各重要施策を確実に実施する
ことができた。
・職員の育成を図る新たな取組みとして、経営品質向上研鑽会を毎月1回開催。スタッフ間のチームワークが
更に向上し、お客様サービス向上につながった。
・市民プールの開設準備にあたっては、市（公園緑地課）と指定管理者による修繕箇所を分担して、施設全体
の安全対策に努め、皆様に安心して快適に利用していただけるよう施設環境の改善を図った。
　・自主事業においては、市及び市教育委員会の後援イベントとして、トップアスリートを講師に招いた「ＪＸ－
ＥＮＥＯＳバスケットボールクリニック」、「元日本代表選手のコーチによる卓球教室」、「元日本代表選手による
バレーボール教室」、「埼玉西武ライオンズ野球教室」、及び「浦和レッズサッカー教室」等を、また、指定管理
者による単独事業として、プロバスケットボールＯＢ選手等を講師に招いた「バスケットボールクリニック」のほ
か、プロバスケットボール「Bリーグ　プレシーズンゲーム（埼玉ブロンコスvs東京海上日動ビックブルー）」を開
催し、市民や近隣市町の住民のほか、市内のスポーツ少年団に所属する児童、保護者及び指導者にご参加
をいただき、大変好評を得ることができた。
・総合運動公園テニスコートの夜間帯の稼働率の向上を図るため、夜間におけるテニスの大会や教室などを
拡大して開催し、利用促進に繋がる事業を展開した。
・体育館内の空きスペースの有効活用を図るため、タニタ社製のトレーニングマシーンを公共施設として初導
入（８機種）し、本格稼動を想定した無料体験会を実施した。また「パソコン教室」、「英会話教室」、伝統工芸
師を講師に招き、人形の作成方法をお教えする「木目込み人形教室」、「筆ペン教室」、「親子習字教室」など
の文化系教室を開催し、会議室などの稼働率の向上に努めた。
・市内のボランティア団体である『久喜ばら会』との共催により、第1体育館のロビーにおいて「バラ展示会」を
開催したところ、多くの地域住民や施設利用者に見ていただき好評を得ることができた。
・年間を通じ、地域住民の方々や市内のボランティア団体との協働により、総合運動公園や青葉公園の環境
美化や緑化などに取り組むことができた。
　また、総合体育館や総合運動公園が「第2回 久喜マラソン大会」や「花いっぱい運動」の会場となったことか
ら、主催者側や市の関係課と連携を密に図り、多くのお客様をお迎えできる環境を整備した。
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9 総合評価

指定管理者のかかわり（施設所管課にて記載する）

施設所管課の判断理由

公の施設管理運営検討委員の判断理由

Ａ

施設所管課の一次評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価 総合得点

A(85点以上95点未満) 89

・施設利用者のニーズに応じた様々な自主事業を積極的に展開し、文化系事業の開催など、スポーツ・カル
チャーの振興と普及に寄与したものと考える。
・施設の利用人数、利用料金収入とも前年度を下回ったが、自主事業収入や自主販売収入は前年度を上回
り経営努力がうかがわれる。
・利用者アンケ－トとスタッフ情報カ－ドにより、運営上の問題や改善すべきことの検証に努力しているのがう
かがえる。
・市民プ－ルの運営では、ネット無料サイトやフリ－ペ－パ－の掲載に努めるなど、積極的な広報活動が実
施されてる。
・地域住民やボランティアとの協働による環境美化や緑化の取組みを行うなど、創意工夫に努めており、積極
的な姿勢が現れている。

・施設の管理運営に係る情報を共有するため、連絡会議や立会い等を定期的に実施している。
・施設利用者から提言等をいただいた際には、直ちに情報交換を行い、今後における最善の対応策を検討し
ている。
・施設（機器、備品等を含む。）の老朽化に伴う改善については、円滑に適切な措置を講じることができるよ
う、定期的に意見交換を行い、指定管理者が対応できる範囲の中で確実に実施している。
　また、指定管理者の対応範囲を超えた内容については、大規模な施設改修を要する箇所の抽出や、効率
的な工事手法等を提示し、市が計画的に改修等を進めることができるよう的確な提案を行っている。
【指定期間の総括】
　当該指定管理者は、年間を通じ、市との連携を密に図ることを念頭に置き、適切な施設管理運営に努め
た。

・新規の団体利用者を中心に、毎月100名以上の方に「利用者アンケート」のご協力をいただき、定期的に利
用者のご意見を伺っているところであるが、施設利用全般に係る満足度が年々上昇している。
・市民の健康増進と心身の健全な育成を図るため、趣向を凝らした様々な自主事業を展開し、手軽にスポー
ツに親しむ機会を数多く提供しているほか、施設利用者のニーズに応じた専門的な教室等をバランスよく開
催している。
・施設管理面において、利用者の安全を確保することを優先し、事故等（グラウンドコンディションの悪化が起
因する怪我、路面凍結による転倒、屋根からの落雪など）を未然に防ぐための様々な対策を講じている。
　また、各施設の老朽化に伴い、様々な不具合箇所が生じる中、迅速な補修対応等に努めている。
・防災のほか、個人情報の保護に係る危機管理について、全職員を対象とした訓練や研修等を定期的に開
催し、意識の高揚を図る取り組みを継続している。
【指定期間の総括】
　施設利用者のニーズに応じた様々な自主事業を積極的に展開したことは、スポーツの振興と普及に寄与す
るものと考える。
　一方では、体育館内の利用頻度の低い施設の有効活用を図るため、スポーツ関連の事業（教室）に限定す
ることなく、施設利用者のニーズに応じた文科系の教室（パソコン教室、英会話教室など）を開催し、稼働率を
向上させる取り組みを積極的に行っていることは評価できるものと考える。
　また、市からの要請等に対し、実施可能な事項については迅速かつ適切に対応した。特に、夏季において、
電力消費量等の抑制を要請したところ、施設利用者のご理解を得たうえで、節電、節水に努めたことも評価
できるものと考える。
　さらには、「第1回 久喜マラソン大会」の開催に向け、会場となる総合運動公園を良好な状態で提供すること
ができるよう、職員一丸となって環境整備（市民グラウンドの陸上競技用トラックの改修、市民グラウンドと園
路を結ぶマラソンコースの新設、樹木の剪定など）に取り組んだことは高く評価できるものと考える。
　その他、各施設の老朽化が進行している状況において、良好な施設環境を保持するための対応（破損箇所
の補修、事故発生の予防等）を適宜実施し、施設利用者の安全確保を第一に考え、年間を通じて適切な維持
管理に努めた。

公の施設管理運営
検討委員会の評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

評価
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