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第１章 本業務の概要 

1. 本業務の目的 

 本業務は、指定管理者による施設の管理運営が、協定書・仕様書等に沿って

適切に行われているかの確認及び事業・サービス等に係る評価を、市及び指定

管理者以外の第三者からの立場で実施し、その結果を利用して、市民満足度の

高いサービスを提供することに資することを目的としている。 

2. 本業務の実施概要 

 指定管理者及び市から受領した関連資料を基に調査した。 

 また、以下の日程にて、指定管理者及び所管課からヒアリングを実施した。 

対象 日時、場所等 

指定管理者 2012年 10月 5日 川越運動公園 

所管課（スポーツ振興課） 2012年 9月 4日 川越市役所 
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第２章 対象とした指定管理業務の概要 

1. 対象施設の概要 

 対象施設は、川越運動公園陸上競技場、川越運動公園総合体育館及び川越運

動公園テニスコート（以下、対象施設をまとめて「川越運動公園」とする）で

ある。それぞれの施設の概要は、下記のとおりである。 

 

①川越運動公園陸上競技場 

項目 説明 

公認競技場の区分 全天候第二種公認陸上競技場 

（日本陸上競技連盟加盟団体の選手権、地方における国際的

競技会に使用可能） 

所在地 埼玉県川越市大字下老袋 388番地 1 

競技場面積、延床面

積 

競技場面積 2.73ha、延床面積 5,962.03㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造り 3階建て 

施設概要 トラック 400m×8レーン（全天候ウレタン舗装）  

インフィールド 7,420㎡（106m×70m) 

観客席収容人数 メインスタンド 4,500人（車椅子席 12席）  

芝生スタンド 4,000人（車椅子席 10席） 

 

②川越運動公園総合体育館 

項目 説明 

所在地 埼玉県川越市大字下老袋 388番地 1 

建築面積、延床面積 建築面積 6,581.78㎡ 

延床面積 10,240.57㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造り（一部鉄骨造り）3階建て 
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施設概要：メインア

リーナ 

面積 2,537.45㎡（有効 61.6m×38.6m)  

高さ 17.0m(有効 16.0m)  

バスケットボール 2面、バレーボール 3面、バドミントン 10

面、卓球 20面  

観客席 2,272席（固定 976席、可動席 1,296席） 

車椅子席 20席分  

可動ステージ 17.0m×5.3m  

施設概要：その他 ・サブアリーナ 

面積 631.65㎡（有効 30.2m×19.8m) 

・武道場 1 面積：383.4㎡（有効 24.1m×14.6m）  

・武道場 2（畳 206畳）面積：383.7㎡（有効 24.4m×14.6m） 

・弓道場 195.4㎡ 

・トレーニングルーム 317.4㎡ 

 

③テニスコート 

項目 説明 

所在地 埼玉県川越市大字下老袋 388番地 1 

施設概要 テニスコート 12面（うち夜間照明設備 6面)  

壁打練習コート 2面 

観客席 観客席 ベンチタイプ 950席  

芝生スタンド 350席 

 

 

2. 指定管理業務の概要 

 川越運動公園の指定管理業務の業務範囲・期間等は、協定書等により下記内

容で定められている。 

 

【業務範囲】 

・陸上競技場等の利用に関する業務（統計に関する業務を含む） 

・陸上競技場等の施設（設備及び物品を含む）の維持管理に関する業務 

 

【指定の期間】 

平成 23年 4月 1日から平成 28年 3月 31日までの 5年間（第 2期目） 
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【指定管理料 過去 3年間】 

年度 指定管理料（消費税等込） 

平成 21年度 177,803,000 円 

平成 22年度 178,611,000 円 

平成 23年度 169,641,000 円 

 

 川越運動公園の指定管理者は、（財）川越市施設管理公社であり、その概要

は下記のとおりである。 

 

（財）川越市施設管理公社の概要 

項目 説明 

名称 財団法人川越市施設管理公社 

所在地 埼玉県川越市郭町 1丁目 18 番地 7 

事業内容 

（寄付行為第 4 条） 

(1) 地域のコミュニティの育成に関する事業  

(2) 文化及びスポーツの振興に関する事業  

(3) 川越市の設置する施設の管理運営に関する受託事業  

(4) その他公社の目的を達成するために必要な事業 

代表者 理事長 風間 清司 氏 

評議員 評議員 10名（平成 24 年 7月 13 日現在） 

理事・監事 理事 11名（うち市派遣職員 1名）、監事 2名（平成 24年 7月 13

日現在） 

職員数 35 名（うち市派遣職員 1名）（平成 24 年 7月 13 日現在） 

予算規模 

（平成 24年度収支予

算書） 

収入総額 722百万円 

（事業活動収入 719百万円、投資活動収入 3百万円） 

支出総額 722百万円 

（事業活動支出 717百万円、投資活動支出 5百万円） 

 

 

3. 指定管理者及び市によるモニタリングの概要 

 「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」では、指定管理者及

び市のモニタリングについて次のとおり定めている。 
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① 指定管理者によるセルフモニタリング 

 指定管理者は、利用者数、苦情の件数、利用料金等の収入状況、イベント

（自主事業）の実施状況、定期点検・清掃の状況、光熱水費等の使用実績、

苦情とその対応状況等について、日々記録し報告書にまとめ、毎月終了後に

市の所管課へ提出します。 

 また、利用者の意見や要望を把握するため、定期的に利用者アンケートを

実施します。結果を施設管理運営に反映させるとともに、市に報告します。 

 

② 市のモニタリング（事業報告書の確認） 

（１）事業報告書の処理 

１、施設所管課は、定期的報告や指定管理者自己評価報告書等に基づき事業

報告書の内容を確認・検証し、必要に応じて指定管理者に対しヒアリングを

実施する。 

２、上記１に基づき、「検証結果報告書」を作成する。 

３、施設所管課は、２の結果を部会に諮り、部会の承認を得る。 

４、部会長は、３により承認した「検証結果報告書」を指定管理者選定委員

会に報告する。 

５、委員長は、事業報告書による事業の検証結果を市長に報告する。 

（２）議会報告について 

事業報告に関する議会報告は、「指定管理者による公の施設の管理状況」と

して、概要一覧を行政改革推進課がとりまとめ、議会最終日に議長報告しま

す。 

 

【参考：過去 3年間の所管課評価結果】 

年度 所管課評価 所管課指示・指導事項 

平成 21年度  施設管理に関する指定管理業務

は、概ね良好である。 

 施設の経年劣化に伴う修繕実施が

見られるが、今までの管理実績に基

づき、適切な対応がなされたと認識し

ている。 

 自主事業等による収益の確保に努

めるよう要請する。 

 施設利用に伴う安全への配慮を要

請する。 
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平成 22年度  施設管理に関する指定管理業務

は、概ね良好であった。 

 施設の老朽化に伴い、修繕実施件

数が多数見られるが、今までの管理

実績に基づき、適切な対応がなされ

たと認識している。 

 自主事業は全体として赤字になって

いるが、市の事業を引き継いでおり、

スポーツ事業の振興に寄与してい

る。 

 今後も経費削減及び利用人数等の

向上に努めるよう要請する。 

平成 23年度  施設管理に関する指定管理業務

は、概ね良好であった。 

 施設の老朽化に対しては、修繕に

て対応されていた。 

 今後も経費の節減に留意しつつ安

全管理を徹底し、利用者のニーズに

合った施設管理に努められたい。 
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第３章 モニタリング 

1. 制度面の考察 

(１) 近隣同種施設の指定管理者制度適用比較 

 近隣自治体の同種施設における指定管理者制度の適用状況は、以下のとおり

である。 

市町村名 川越市 上尾市 越谷市 八王子市 厚木市 

人口（人） 346,018 223,926 326,313 580,053 224,420 

対象 

競技場 
川越運動公園 

上尾運動公園 

(埼玉県県立公園) 

越谷市立しらこば

と運動公園 
上柚木公園 

厚木市荻野運動

公園 

指定 

管理者 

（財）川越市施設

管理公社 

（財）埼玉県公園

緑地協会 

（財）越谷市施設

管理公社 

（公財）八王子市

学園都市文化ふ

れあい財団 

日産クリエイティブ

サービス・東急コミ

ュニティー共同企

業体 

施設概要 

【陸上競技場】 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 4,500人、芝

生 4,000人 

 

【総合体育館】 

メインアリーナ

2,537.45㎡ 

サブアリーナ 

631.65㎡ 

武道場、弓道場 

トレーニングルーム 

 

【テニスコート】 

テニスコート 12面 

（砂入人工芝） 

【陸上競技場】 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 8,100 人、芝

生 32,000人 

 

【体育館】 

アリーナ 2,106㎡ 

 

【テニスコート】 

クレーコート 5面 

【陸上競技場】 

トラック：400M×9

レーン 

観客収容人数：メ

イン 900 人、芝生

5,000人 

 

【テニスコート】 

オムニコート 8面 

【陸上競技場】 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 3,144人 

 

【テニスコート】 

テニスコート 8面 

（砂入人工芝） 

【陸上競技場】 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 1,532 人、芝

生 4,000人 

 

【体育館】 

メ イ ン ア リ ー ナ 

1,728 ㎡ 

サブアリーナ  726

㎡ 

多目的室、トレーニ

ング室、会議室 A・B 

 

【テニスコート】 

テニスコート 4面 

（砂入人工芝） 
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市町村名 川越市 上尾市 越谷市 八王子市 厚木市 

指定管理

期間 

5年間 

（平成 23年 4月 1

日～平成 28年 3

月 31日） 

2年間 

（平成 22年 4月 1

日～平成 24年 3

月 31日） 

5年間 

（平成 23年 4月 1

日～平成 28年 3

月 31日） 

5年間 

（平成 21年 4月 1

日～平成 25年 3

月 31日） 

3年間 

（平成 24年 4月 1

日～平成 27年 3

月 31日） 

利用料金

制の採用

/非採用 

非採用 採用 非採用 非採用 非採用 

公募/ 

非公募 
非公募 

公募（但し、１団体

のみの応募） 
非公募 公募（２団体応募） 

公募（但し、１団体

のみの応募） 

 

 指定管理期間 

 比較対象とした施設のうち、3施設が 5年間、1施設が 3年間、1施設が 2年

間の指定管理期間となっている。指定管理者の業務の準備・習熟期間や人員確

保を考慮すれば長期間になるほど参入障壁が低くなるため、川越運動公園が採

用している 5年間の期間は、公募を前提とするならば妥当な期間であるといえ

る。 

 

 利用料金制の採用/非採用 

 比較対象とした施設のうち、利用料金制を採用している施設は収容観客数が

多い 1施設のみである。 

 利用料金制のメリットとしては、指定管理者の経営努力により利用増加（収

入増加）に繋がるという点があげられる。しかし、川越運動公園の管理業務は、

管理経費に対する利用料金収入の割合が低く（平成 23年度では指定管理料総額

169百万円に対し、利用料収入 27百万円と利用料収入の割合は約 16％）、利用

割合は高い（平成 23年度実績 陸上競技場の開館日数 307日に対し利用日数 303

日、総合体育館の開館日数 309日に対し利用日数 309日、テニスコートの開館

日数 308日に対し利用日数 302日）。 

 このため、利用料金の上限を改訂するなどして指定管理者としての収入増加

の余地が無ければ、利用料金制を導入したとしてもインセンティブとして弱く、

指定管理者制度による利用者数の維持向上を図るモニタリングの方が適してい

るといえる。 

 

 公募/非公募 

 比較対象とした施設のうち、3施設が公募、2施設が非公募となっている。 
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 また、公募している 3施設のうち 2施設は応募が 1団体のみであり、複数事

業者による公募は 1施設のみである。 

 川越運動公園だけでなく、他都市でも過去の運営管理事業者が引き続き指定

管理者として運営管理を実施しているケースが多いのが現状ではあるが、指定

管理者の業務品質の維持向上及び新規の取組みを促進するためには、公募によ

り選定することが望ましい。 

 なお、非公募を継続するのであれば、公募で選定された指定管理者よりもモ

ニタリングを充実させることや指定管理期間を短縮するなどし、業務品質の維

持向上及び新規の取組みを促進する仕組みの構築も必要である。 
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2. 利用者サービスの向上 

(１) 利用者に関する指標等 

 川越運動公園の入場者数過去 3年推移は、以下のとおりである。 

0

40000

80000

120000

160000

200000

陸上競技場

入場者数（人）

総合体育館

入場者数（人）

テニスコート

入場者数（人）

3施設の入場者推移

平成21年度

平成22年度

平成23年度

 

 

年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

陸上競技場       

開館日数（日） 302 307 307 

利用日数（日） 299 302 303 

入場者数（人） 57,465 57,825 60,462 

一日当たり入場者数（※） 190 188 197 

総合体育館       

開館日数（日） 306 307 309 

利用日数（日） 306 307 309 

入場者数（人） 149,275 129,942 169,372 

一日当たり入場者数（※） 488 423 548 

テニスコート       

開館日数（日） 306 307 308 

利用日数（日） 300 298 302 

入場者数（人） 62,343 63,091 58,342 

一日当たり入場者数（※） 204 206 189 

3施設合計       

入場者数（人） 269,083 250,858 288,176 

※一日当たり入場者数は、入場者数/開館日数により算定している。 
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【川越運動公園と他の類似施設】 

 陸上競技場 

 平成 23年度の利用実績について、他の陸上競技場との比較は以下のとお

りである。 

  川越市 上尾市 越谷市 八王子市 厚木市 

施設名 川越運動公園 上尾運動公園 
越谷市立しらこばと

運動公園 
上柚木公園 

厚木市荻野運動公

園 

施設概要 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 4,500人、芝生

4,000人 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 8,100人、芝生

32,000人 

トラック：400M×9

レーン 

観客収容人数：メ

イン 900人、芝生

5,000人 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 3,144人 

トラック：400M×8

レーン 

観客収容人数：メ

イン 1,532人、芝生

4,000人 

利用者

（人） 

専用 49,619 - 
77,164 

65,119 
48,964 

個人 10,843 - 9,550 

利用件

数 

専用 121 184 
2,406 

116 - 

個人 - - - - 

利用 

料金 

専用 

午前 4,500円 

午後 6,000円 

1日 12,000円 

半日 11,400円 

1日 22,800円 

午前 5,400円 

午後 7,200円 

1日 12,600円 

4時間 20,000 1時間 2,000円 

個人 
一般 200円 

小中生 100円 
- 300円 

大人 200円 

子供 100円 
100円 

利用時間 
9～17時 

（夏季は 9～18時） 
8時 30分～17時 9～17時 

8時 45分～21時（団

体）、8時 45分～16

時 45分（個人） 

9～21時 

備考 

市内在住・在勤・在

学でない市外の人は

倍額（＊レインボー

都市圏に在住、在

学、在勤者は除く） 

利用件数は平成 22

年度を使用 

市内在住・在勤・在

学でない市外の人は

3割増 

改修工事のため、9

月 1日～2月 29日ま

で閉場 

  

＊レインボー都市圏：坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町の区域 

 

 人口や施設の規模等が若干異なるため単純比較はできないが、川越市は、

利用者数で比較している 4施設中 3位、専用利用の件数で比較している

3施設中 2位となっている。 

 一日当たりの専用利用料金は、川越市が 5施設中最も安く、個人利用料

金は他施設と同程度である。 
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 利用時間は、川越市はナイター設備が無いため、9～17時と最も短い時

間帯の運用となっている。 
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 総合体育館 

 平成 23年度の利用実績について、他の陸上競技場に隣接する総合体育館

との比較は以下のとおりである。 

  川越市 上尾市 厚木市 市原市 

施設名 川越運動公園 上尾運動公園 厚木市荻野運動公園 臨海競技場 

施設概要 

メインアリーナ 2,537.45 ㎡ 

サブアリーナ 631.65 ㎡ 

武道場、弓道場 

トレーニングルーム 

アリーナ 2,106㎡ 

メインアリーナ 1,728㎡ 

サブアリーナ 726㎡ 

多目的室、トレーニング

室、会議室 A・B 

アリーナ 1,462.02㎡ 

利用者

（人） 

専用 136,491 - 
132,765 

- 

個人 32,881 - - 

利用 

件数 

専用 5,374 1,155 - 
562 

個人 - - - 

利用 

料金 

（施設利

用料の

み） 

メイン 

アリーナ 

1時間当たりの料金 

全面 4,000 円 

3分の 2面 2,700 円 

2分の 1面 2,000 円 

3分の 1面 1,400 円  

1時間当たり 

全面 4,000円 

コート 1面 1,400円 

コート 4分の 1面 400円 

2時間当たりの料金 

全面 4,200円 

3分の 2面 2,800円 

2分の 1面 2,200円 

3分の 1面 1,400円 

4時間当たりの料金 

全面 4,800円 

半面 2,400円 

サブ 

アリーナ 

1時間当たりの料金 

全面 1,000 円  
- 

2時間当たりの料金 

全面 1,200円 

2分の 1面 600円 

- 

利用時間 9～21時 
8時 30分～ 

20時 30分 
9～21時 9～21時 

備考 

小中学生は料金半額 

市内在住・在勤・在学でな

い市外の人は倍額（＊レ

インボー都市圏に在住、

在学、在勤者は除く） 

利用件数は平成 22年度

を利用 
  市外の人は 1.5倍 

 

 比較した 4施設の中で、利用者数、利用件数とも川越市が最も多い。 

 利用料金は、川越市は他の３市と同程度である。 

 利用時間は、他の施設と同様の時間帯である。 
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 テニスコート 

 平成 23年度の利用実績について、他の陸上競技場に隣接するテニスコー

トとの比較は以下のとおりである。 

  川越市 上尾市 越谷市 八王子市 厚木市 

施設名 川越運動公園 上尾運動公園 
越谷市立しらこばと

運動公園 
上柚木公園 

厚木市荻野運動公

園 

施設概要 
テニスコート 12面 

（砂入人工芝） 
クレーコート 5面 オムニコート 8面 

テニスコート 8面 

（砂入人工芝） 

テニスコート 4面 

（砂入人工芝） 

利用者（人） 58,342 - 45,578 48,948 25,008 

利用件数 11,618 2,224 7,326 9,831 - 

利用料金 

一般 2時間 400円 

小中高生 

2時間 200円 

市外居住者 

2時間 800円 

2時間 900円   

半日（4時間） 

1,700円 

1日 3,400円    

2時間 1,000円 

市外居住者  

2時間 1,300円 

2時間 1,000円 2時間 800円 

利用時間 9～21時 
8時 30分 

～16時 30分 

4月～9月： 

8～18時 

10月～3月： 

8～16時 

3月～9月： 

8～18時 

10月～2月： 

8時 30分～16時 30

分 

9～21時 

備考 

市内在住・在勤・在

学でない市外の人は

倍額（レインボー都

市圏に在住、在学、

在勤者は除く） 

利用件数は H22年

度 
  

市内在住・在勤・在

学以外の市外の人

は抽選申込不可 

  

 

 ナイター設備の有無などがあり単純に比較できないが、川越市は比較し

た他のテニスコートより面数が多いこともあり、利用者数及び利用件数

が最も多い。参考までに、一面当たりの利用者数を算出すると川越市

4,862人/面、越谷市 5,697人/面、八王子市 6,119人/面、厚木市 6,252

人/面である。 

 利用料金は、他施設に比べ川越市は半分以下の水準である。 

 利用時間は、ナイター設備のある厚木市と同水準である。 
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(２) 個別の利用者サービス向上施策の状況 

 

① 利用者アンケート等の実施と対応（アンケートの実施、調査結果の分析、課

題への対応） 

 

 現状、施設運営に関する定期的な利用者アンケートは実施していない。新

規の自主事業実施時にアンケートを行うことはある。 

 下記②により、利用者の意見は集約しているが、市側として指定管理者の

サービス提供状況を把握するため及び指定管理者としての職員サービスの

水準を利用者が把握するためにアンケートによる満足度調査を実施するこ

とが望まれる。 

 

② 意見・要望の受付と対応（受付方法、苦情解決の仕組み、仕組みの周知、対

応、対応策の利用者への開示） 

 

 利用者からの意見・要望は、指定管理者のホームページ、窓口に設置して

いる意見箱、窓口での口頭により受け付けている。 

 市に対して直接意見・要望があった場合は、口頭や FAXで市から連絡を受

け、こちらの見解を述べた後に市から対応している。 

 利用者からの意見・要望では、ハード面（トレーニング機器、設備）の要

望が多く、指定管理料の範囲内で出来るものについては実施しているが、大

規模な修繕等については市のスポーツ振興課とも協議を実施している。 

 また、予約システムの運用時間に関するものや、キャンセル時の対応に関

する意見・要望も多い傾向にある。 

 

 ホームページや意見箱による意見は年間 10件程度であり、指定管理者は

その対応状況のリストを作成し、市にも報告している。 

 利用者への開示は、改善内容によって利用者に周知すべきものはホームペ

ージ等により周知している。また、予約システムに絡むものは予約システム

上のお知らせ欄に記載して対応している。 

 

③ 施設利用者の平等利用の確保（施設案内の地域への幅広い PR、利用案内等

の設置、利用者の公平な受付方法） 
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 利用案内については、指定管理者のホームページや案内看板、パンフレッ

トの配布により実施している。 

 

 利用者の受付方法は以下のとおりであり、利用者に対しては公正な取り扱

いとなっている。 

 

 陸上競技場 

 半日もしくは一日単位で予約を受け付けている。インターネットでの

予約は無い。利用者は先着順で決定している。 

 総合体育館 

 30分刻みの一時間単位で、利用する月の 2ヵ月前の 1日から抽選の申

込みを行う。抽選の結果、空き枠があれば、1ヵ月前に追加募集を行い

先着順で決定している。携帯電話やパソコン等から予約システムにより

予約し、全てシステムを用いた自動抽選となっている。 

 テニスコート 

 原則 2時間単位、壁打ちは 1時間単位で予約可能である。予約方法は

体育館と同様であり、決定方法も総合体育館と同じである。 

 

 なお、予約システムは、市民以外も利用者登録が可能で特に制限等はなく、

抽選の当選確率も市民と市民以外で変わらない。ただし、市民、市内に在勤・

在学の市外居住者及びレインボー都市圏以外の利用者の利用料金は市民の

倍額となっている。 

 

④ 地域住民と交流・連携する取組み 

 

 指定管理者では、学校の希望があれば市内の小中学校の体験学習、施設見

学等を受け入れている。 

 また、中学校体育連盟や市内の高校の体育祭、成人式、産業博覧会、のど

自慢等の地域の大会・イベントの利用にも施設を貸し出している。 

 特に市や教育委員会が主催の場合は、利用料を無料とし、地域住民が利用

する際に配慮している。 

 

⑤ 自主事業（幅広い層の住民が参加できる工夫、事業計画書等に沿った事業の

実施） 

 

 過去 3年間の自主事業の計画及び実績は次のとおりである。 
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年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

事業計画       

 予定事業数 14 16 17 

実績       

 事業数 14 16 17 

 参加者（人） 14,407 14,507 15,144 

 

 指定管理者は、毎年度計画している自主事業を計画どおり実施しており、

参加人数も増加している。 

 新しい自主事業については、利用者や団体からの意見を考慮し、他施設の

状況により開催している。 

 年齢層が偏らないように配慮していて、平成 23年度実施の合計 17事業の

うち、小学生を対象とした事業が 4事業、一般を対象とした事業が 6 事業、

高齢者を対象とした事業が 2事業、小学生から一般を対象とした事業が 4事

業、中学生から一般を対象とした事業が 1事業であった。 

 

⑥ 広報・PR活動 

 

 指定管理者は、川越運動公園に関して HP上で情報公開し、ブログとツイ

ッターを利用して PRしている他、JCN関東と連携して自主事業のインタビ

ューを受け、番組内で PRしている。 

 スポーツ団体向けの PR活動は職員が直接実施している。 

 

⑦ 職員の接遇 

 

 職員の服装について一部の職員は軽装であったが、体育施設という特性か

ら利用者に対して不快感を与えるような服装は見受けられなかった。 

また、挨拶や対応の際の言葉づかいについても丁寧であり、接客態度に問

題はなく、意見箱等の利用者の声からも概ね接客態度に満足している傾向が

見てとれる。 

 

⑧ 利用サービスの向上に関する取組み（サービス向上のための課題分析と対

応） 
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 総合体育館とテニスコートは、Webでの予約システムにより、利用者の申

し込みを受け付けているが、テニスコートは最初の抽選でほぼ利用枠が埋ま

り、総合体育館は平日の一部の時間帯において空く状況がみられる。 

 予約システムに関して、川越運動公園の利用者からの意見・要望で特に以

下の点について課題がある。 

 

 予約システムの利用時間 

 予約システムを利用できる時間は 9時～24時であり、予約システムの操

作に関するヘルプデスクは平日 8：30～17：00となっている。 

 予約システムは、システムの維持メンテナンスに関する期間を除き 24時

間受付可能とすることが望まれる。 

 

 予約キャンセル者への対応 

 現状は、予約キャンセルの利用者に対して特に措置を設けていない。しか

し、平成 23年度の 8月から 3月までの期間の無断キャンセル件数は、242

件（総合体育館 74件、テニスコート 168件）生じており、かなりの割合と

なっている。利用する日時の一定期間を過ぎた予約キャンセル者に対しては、

抽選に参加できないなどの対策が必要である。 

 指定管理者は、無断キャンセルを改善するための状況を把握する目的で記

録を残し、市に報告を行っている。 

 

⑨ その他利用者サービスの向上に関すること 

 

 大会やイベント時には準備に時間がかかるため、利用時間に配慮し、開館

時間を早めている。 

 上記以外も、平成 23年度においては、公衆電話の代替として事務所の電

話利用を可能とする、ルールブックやスポーツ図書の窓口設置、近隣マップ

を利用者に提供するなどのサービス向上策を実施している。 

 

(３) 利用者サービスの向上に関する課題 

 

 利用者サービスの向上に関する課題として、既に取り組んでいるものも含め、

以下の課題がある。 

 

 予約システムの運用時間 
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 現状 9時～24時であり、システムの維持メンテナンスのための時間帯を

除き、24時間対応をすることが望まれる。 

 

 予約キャンセルへの対応 

 現状、予約キャンセル者には特に措置を取っていないが、無断キャンセル

の件数はかなりの数に上っており、利用日時の一定期間前の無断キャンセル

に対しては、罰則等を設け利用者間での不公平をなくすべきである。 

 

 利用者満足度アンケート 

 利用者の意見は集約しているが、市側として指定管理者のサービス提供状

況を把握するため及び指定管理者としての職員サービスの水準を利用者が

把握するためにアンケートによる満足度調査を実施することが望まれる。 
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3. 施設・設備の維持管理 

(１) 施設・設備の維持に関する方針等 

 

 業務仕様書では、軽微な補修（100万円未満）については、指定管理者が実施

した上で事業計画における修繕費予算を上限として精算し、100万円以上の修

繕・改修等は市が直接実施することが定められている。 

 現状、施設整備・修繕に関する計画は、指定管理者により修繕が必要な個所

を市に報告し、市が施設全体の年度の修繕計画を作成している。 

今年度からは市の管財課がファシリティマネジメントの考え方を導入し、中

長期の修繕計画等について市側が作成することを検討している。 

 

(２) 個別の施設・設備の維持管理の現状 

 

① 協定書等に基づく建物、設備の維持管理（保守点検、日常点検、補修・修繕

等） 

 

 保守業務は委託しているため、受託者に日誌を作成させて確認しているほ

か、職員が立ち会って業務内容を検査している。 

 施設の補修・修繕に関しては、日々担当者が確認しているが、その記録を

残していないため、今後は、人事異動時などに備えて日常の管理を体系化す

るため、修繕記録を整備することを予定している。 

 なお、陸上競技場は、第二種公認陸上競技場の認定を受けているため、5

年ごとに専門機関による検査を受けている。現在、次の検査までに第二種の

認定基準を満たさないものについて改修を行っている。 

 

 また、業務仕様書によれば、100万円以上の修繕は市が実施すると定めら

れているが、平成 23年度の修繕のうち 100万円を超える以下の修繕が指定

管理者により実施されていた。 

 

 総合体育館浄化槽掻き寄せレーキ交換修繕： 2,016,000円 

 総合体育館冷却塔薬注設備修繕：  3,500,000円 
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 保守業務の一部受託者は、毎年度入札により選定しているため、受託者の

交代が起こりえる。例えば入札による選定業者を長期契約とし、指定管理期

間と合わせることも考えられる。 

 

② 協定書等に基づく施設環境の維持管理（定期清掃、日常清掃業務等） 

 

 清掃業務は委託しているため、受託者に日誌を作成させて確認しているほ

か、職員が立ち会って業務内容を検査している。日誌で業務内容を確認し、

定期清掃をやり直したこともある。 

 清掃業務の受託者は、毎年度入札により選定しているため、受託者の交代

が起こりえる。例えば入札による選定業者を長期契約とし、指定管理期間と

合わせることも考えられる。 

 

③ 備品管理（備品台帳等の設置、台帳に記された備品が揃っているか、備品の

安全性） 

 

 備品台帳は市の管理であるため、指定管理者では、システム管理台帳の写

しを市から受領して実物管理している。 

 備品管理台帳に計上されている備品の定期的な確認は、器具の片付け等を

しながら実施されているが、現物確認等の記録を残していないため、今後は

現物確認や破損状況を確認した際に記録を残す方法を採用することを指定

管理者は予定している。 

 

④ その他施設・設備の維持管理に関すること 

 

 平成 4年に陸上競技場、平成 7年に総合体育館、平成 8年にテニスコート

が供用開始されており、最初の供用から約 20年が経過し施設の老朽化が進

み、修繕が毎年度増額してきている。 

  

(３) 施設・設備の維持管理の課題 

 

 施設・設備の維持管理の課題として、既に取り組んでいるものも含め、以下

の課題がある。 

 

 施設の長期修繕計画の策定 
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 施設の保有者が市であるため、市の施設整備・修繕に関する長期の基本計

画があり、施設の管理を行う指定管理者が自らの負担の範囲内である 100万

円未満の修繕計画を策定するのが本来的な姿であるが、現状は川越運動公園

に関する市側の中長期の修繕計画が策定されていない。 

 

 100万円以上の修繕 

 業務仕様書によれば 100万円以上の修繕に関しては市が実施することと

なっているが、平成 23年度において指定管理者が修繕を実施している事例

があった。突発的に発生した修繕については、利用者に不便をかけないよう

に緊急的な予算執行が伴うことから、市と指定管理者の協議により修繕を行

うことがあるとはいえ、指定管理者が修繕費以外の予算を削減し修繕費に流

用することにより、結果として指定管理者の負担が重くなってしまっている。 

 指定管理者制度は、事前に定めた協定書及び業務仕様書に従って指定管理

者が指定管理料を受け取って業務を行うものであり、再考が望まれる。 

 

 設備の保守点検履歴、備品台帳に基づく現物確認の履歴 

 現状は、設備の保守点検や備品台帳によって現物確認を実施した際に、記

録を残していないため、今後は指定管理者側で改善を検討している。 
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4. 組織運営及び体制 

(１) 指定管理者の組織体制 

 

 指定管理者の平成 24年度における実施体制は以下のとおりである。 

 常勤・ 

非常勤 

従業員数 職 務 内 容 

館長 常勤 1 名 施設管理運営統括業務 

業務係 

 

常勤 4 名 施設運営、施設及び物品の維持管理、自主事

業の企画・立案等 

管理係 常勤 3 名 予算管理、服務管理、金銭管理、委託事務、

統計事務、文書管理等 

業務係 非常勤 3 名 受付業務、その他業務 

管理係 非常勤 5 名 受付業務、その他業務 

合計  16 名 常勤 8 名、非常勤 8 名 

 

(２) 個別の組織運営体制の現状 

 

① 職員配置の考え方（協定書等に定めた職員配置） 

 

 協定書等に人員配置に関する詳細な定めはないが、業務仕様書における人

員配置の定め（陸上競技場：常時 1名以上、総合体育館：常時 2名以上、テ

ニスコート：常時 1名以上）を遵守できるように、常勤 8名、非常勤 8名体

制が取られている。 

 また、業務仕様書では防火責任者を 1名定めることが求められて、館長が

防火責任者を担当している。 

 

 また、協定書等では従事者の業務経験や資格保有に明確な定めが無いが、

平成 24年度から指定管理者が自主的に体育施設運営士の有資格者を配置し

ている。 

 

② 事業計画書・事業報告書の公表 
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 （財）川越市施設管理公社は、財団法人の運営全般を報告するために直近

年度の事業報告書・収支決算書及び事業計画書・収支予算書を HP上で開示

している。 

 川越運動公園の指定管理事業では、陸上競技場、総合体育館、テニスコー

トごとに月次で利用の状況を開示している。しかし、公表されている利用状

況は直近年度のみであり、また指定管理事業としての事業計画書・事業報告

書は公表されていない。 

 なお、（財）川越市施設管理公社では、請求に基づく情報公開に対応する

規定も設置しているが、過去 3年度において情報公開請求を受けたことはな

い。 

 

③ 職員の育成（研修の実施（常勤・非常勤）、研修に参加しやすい環境、研修

の共有化） 

 

 平成 23年度は、以下の研修が実施されている。 

 川越地区消防組合主催｢甲種防火管理新規講習｣ 

 埼玉県教育委員会主催｢平成 23年度体育施設管理指導者講習会｣ 

 普通救命講習会 

 なお、普通救命講習会は、非常勤職員を含め職員全員が受講している。 

 

 研修は組織全体で、必要な業務知識を取得するように配慮されているが、

各職員の研修計画までは作成されていない。長期に渡り従事する職員につい

ては、正職員・非常勤職員共に複数年の研修計画を作成し、施設運営に関す

る業務知識の習得を管理することが望ましい。 

 

 研修の共有化は、復命書による報告の他、職員全員で定期的な会議での報

告、職員間のコミュニケーション等により行われている。 

 

④ 市との連絡調整に関する体制 

 

 定期的に市に報告を行うものとして、毎週 2回の事務連絡、月次報告、年

次報告がある。 

 緊急時には適宜所管課（スポーツ振興課）と協議を行うが、市所管課主催

のイベント実施時や、公園整備課とも必要に応じて連絡を取り合っている。 
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⑤ 個人情報保護、守秘義務（ルールやマニュアルの整備、個人情報の適切な収

集と取扱いなど） 

 

 （財）川越市施設管理公社は、｢個人情報取扱規程｣により個人情報漏えい

を防止する規定を定めている。 

 指定管理者が保有している施設利用者の個人情報は、利用者情報、自主事

業の申し込み情報のみであるが、過去において個人情報漏えいは生じていな

い。 

 なお、イベント主催者が他事業者である場合、個人情報の管理は他事業者

が行い、指定管理者は参加人数等の把握のみを行っている。また、施設の予

約システムは市が情報管理している。 

 

⑥ 経理業務（適切な経理書類の作成、当該施設に係る経理とその他の経理の区

分、通帳や印鑑等の適切な管理等） 

 

 指定管理者では、支出負担行為は施設単位で実施し、会計記録の記帳は、

（財）川越市施設管理公社の事務局で行っている。支出負担行為は施設単位

で行われているため、個別の支出について他施設の支出が紛れることはない。

川越運動公園で保管している経理関係の書類をサンプルで調査したが、承認

印の無い書類は発見されなかった。 

 

(３) 組織運営体制に関する課題 

 

 協定書、業務仕様書から逸脱したものではないが、組織運営に関するものと

して、以下の課題がある。 

 

 職員別の研修計画 

 施設全体での必要な研修は実施されているが、各職員別に研修計画が作

成・管理されていない。 

 各職員別に研修計画を作成・管理し、各職員が施設運営に関する業務知識

の習得を計画立てて実施することが望まれる。 
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5. 緊急時の対応 

(１) 緊急時の対応方針 

 

 指定管理者は、｢（財）川越市施設管理公社災害対策要綱｣を定めている他、｢陸

上競技場等危機管理マニュアル｣を整備し安全管理、事故対応、災害時対応に関

して、マニュアルで実際に実施している業務内容を整理し、実行している。 

 指定管理者は、運動公園という施設の性質上、スポーツ時の怪我人への適切

な対応の他、災害時の避難場所等としての協力も実施している。 

 

(２) 個別の対応策の現状 

 

① 防犯への対応（鍵の適切な管理、未然防止のための定時の巡回、機械警備時

の適切な防犯体制等） 

 

 施設の鍵は、｢陸上競技場等危機管理マニュアル｣に定められている｢川越運

動公園に於ける鍵の取扱基準｣に準拠して職員が管理しており、過去数年間に

盗難等の被害は生じていない。 

 不審者等を見かけた際は、巡回中によく声をかけたりするなどして、注意

を払っている。特に女子スポーツでカメラの持ち込みが懸念されるイベント

などには主催者側に監視員を配置するように要望している。また、施設内の

夜間の見回りも実施している。 

 

② 防災への対応（防災マニュアルの作成、避難訓練の実施） 

 

 防災についても｢陸上競技場等危機管理マニュアル｣の中で規定されている。

また、火災の予防及び火災を早期発見するために、「防災自主チェック表」に基

づき、定期的に施設内の巡回を行っている。 

 避難訓練は、年 2回消防計画に基づく自衛消防訓練を実施している。加え

て、川越地区消防組合主催の「甲種防火管理新規講習」に職員を参加させて

いる。 
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③ 事故の未然防止策（事故防止マニュアルやチェックリストの作成、事故防止

の研修） 

 

 事故防止については、｢陸上競技場等危機管理マニュアル｣の中で、安全管理

として事前の事故防止策が規定されている。施設の老朽化に対してはチェックシ

ートを作成し、事故につながる建物やスポーツ用具等の定期的な安全管理が行

われている。 

 事故防止に関する研修としては、埼玉県教育委員会主催の「体育施設管理

指導者講習会」に職員を参加させ、また常勤職員及び非常勤職員全員を対象

に普通救命講習会を受講させている。 

 

④ 事故が発生した時の対応（AEDの設置、体調急変時の事故対応等） 

 

 AEDの設置場所を明記した施設図が掲示されていないため、利用者等にも

設置場所が把握できる案内図等の掲示が望まれる。 

 体調急変時などの事故発生時の対応については、｢陸上競技場等危機管理

マニュアル｣の中で、事故対応に関するフローチャートや事故の事後報告等につ

いて詳細に定めがある。 

 

⑤ 緊急時対応の仕組みの整備（緊急時のマニュアル等の作成、緊急時の内部連

絡体制、市との連絡体制） 

 

 ｢（財）川越市施設管理公社災害対策要綱」に基づき災害対策連絡網が作

成され、内部連絡体制及び市の災害対策本部への連絡について定められてい

る。 

 

⑥ その他緊急時の対応に関すること 

 

 東日本大震災の影響により、総合体育館のメインアリーナ天井部の照明落

下防止ワイヤーの破損、天井パネルを固定している金具等の破損等、施設に

被害を受け、メインアリーナが利用できない状況となったが、震災による人

的被害は無く、大きな混乱も生じていなかった。 
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(３) 緊急時の対応に関する課題 

 

 危機管理に関するマニュアル等は整備され、実際の震災発生時にも特に大き

な混乱も生じなかったことなどから、指定管理者の緊急時の対応に関する課題

は特に発見されなかった。 

 



30 

 

 

6. 効果的、効率的な施設管理 

(１) 収支状況 

 

 過去 3年度における川越運動公園の決算額は以下のとおりである。 

Ｈ21年度
決算額（千円）

Ｈ22年度
決算額（千円）

Ｈ23年度
決算額（千円）

指定管理料 177,803 178,611 169,641

177 ,803 178 ,611 169 ,641

160 ,924 162 ,915 150 ,813

給料手当支出 31,862 32,428 34,059

福利厚生費支出 5,538 6,144 5,077

賞与引当金繰入額支出 2,861 2,549 2,859

退職金共済掛金支出 1,060 1,111 1,477

臨時雇賃金支出 7,122 7,740 7,867

消耗品費支出 3,290 7,045 3,211

修繕費支出 14,312 15,929 18,293

燃料費支出 4,344 4,573 4,497

光熱水費支出 25,508 25,384 21,915

手数料支出 1,581 1,291 713

委託費支出 52,965 51,584 49,590

受託収入返還金支出 9,092 4,672 0

その他 1,388 2,465 1,255

管理費 16 ,879 15 ,696 16 ,800

177 ,803 178 ,611 167 ,613

0 0 2 ,028

科目

収入合計

管理事業費

支出合計

差　　引  

 毎年度指定管理料が減少している中で、毎年度管理事業費を削減してきてい

ることが分かる。 
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① 指定管理に要する経費の削減に向けた取組み 

 

 管理事業費のうち 10百万円以上の科目の過去 3年推移は以下のとおりである。 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ｈ21年度

決算額（千円）

Ｈ22年度

決算額（千円）

Ｈ23年度

決算額（千円）

給料手当支出

修繕費支出

光熱水費支出

委託費支出

 

 

 給与手当支出・修繕費支出が増加し、委託費支出・光熱水費支出が減少して

いる。 

 職員の人員数には過去 3年変動はないため、給与手当支出の増加は昇給や人

事異動に伴う職階の変動などによるものと推測される。なお、平成 23年度の常

勤職員の 8名の平均人件費は 4,615千円であり、高い水準ではない。 

 修繕費支出の増加は、施設の老朽化に伴う修繕の他、業務仕様書では市の負

担となっている 100万円以上の修繕を指定管理者が実施していることなどが原

因と見られる。 

 委託費支出は、入札方式の見直しを図ったことにより、削減が図られている。 

 光熱水費支出は、照明時間の短縮・間引き等により、削減を図っている。 

 

(２) 効果的、効率的な施設管理の課題 

 

 指定管理者の当初予算に対して、大きく増加しているのは主に総合体育館の

修繕費支出である（平成 23年度の当初予算修繕費支出 6百万円に対し、実績修

繕費支出 16百万円）。今後、施設の老朽化が進み、修繕費支出がより増加して

くることが見込まれる。 
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7. モニタリング結果のまとめ 

 モニタリングの結果をまとめると大きな点として下記の 3点があげられる。 

 

① 指定管理者制度の運用に関して 

 川越運動公園は、非公募による選定で 5年と長期の指定管理期間となって

おり、公募で選定された他事業の指定管理者と同じモニタリング制度が採用

されている。 

 川越運動公園の運営に関する民間事業者は他市の事例を参考にすると市

場にそれほど多数存在しているわけではない。現状公募しても複数事業者の

参加見込みは薄いとして非公募を採用していたとしても、非公募の場合は指

定管理者決定時に複数の事業者間での競争が働かないため、公募で選定され

ている他事業の指定管理者よりもモニタリングの精度を上げるなどの対応

を検討することが望まれる。 

 

② 増加する修繕費と利用料金体系 

 川越運動公園は、供用開始から約 20年が経過し施設の老朽化や市の予算

措置などにより、指定管理者の修繕費予算を大幅に超えた修繕費支出の増加

が生じている。また、業務仕様書で市が実施することとなっている 100万円

以上の修繕を指定管理者が実施している場合もある。 

 一方、他の類似施設と比較すると、陸上競技場やテニスコートは比較的割

安な利用料金体系となっている。 

 今後も安全に運用するため、川越運動公園施設の修繕に関する長期計画を

作成し、長期的に維持運営するための修繕費支出に対応する利用料金体系を

再構築する段階にあるといえる。 

 

③ 予約システムの運用 

 予約システムの運用時間は 9時～24時と Webによる予約システムの利用

開始時間と川越運動公園施設の利用開始時間とが同じ時間に設定されてい

る。予約システムの運用は、時間の限定を設けず 24時間運用することが望

まれる。 

 また、予約システムにおいて重複した申し込みの場合の利用者の決定は抽

選により行われているが、予約の無断キャンセルが多数生じている。無断キ

ャンセルが生じると利用者の減少に繋がることから、無断キャンセルについ

ての対応を検討することが望まれる。 

以上 


