
（別紙３） 

ス起第７２１号－１ 

令和元年８月２９日 

平井工業株式会社 

代表取締役 平井 圭一 様 

 

米子市長 伊木 隆司 

 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」指定管理者業務評価書 

 

施設名  米子市体育施設及び米子市都市公園 

施設所管課  経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名  平井工業株式会社 

指定期間  平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日（３年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】 

【施設所管課】 

 ・各施設とも事業計画書に則り、概ね良好に管理されています。 

 ・毎月市民体育館で行われている施設利用の抽選方法について、改善の必要がある。 

【第三者評価】（米子市スポーツ推進審議会の意見抜粋） 

 ・修繕業務を積極的にとりくまれている。トイレなど要望が多いので改善を進めてくだ

さい。 

・地区体育館の障がい者用トイレが男子側にしかなく、女子側への設置を検討してほしい。 

・各施設とも工夫され安全対策・危機管理・職員研修・利用者拡大等、利用者の要望を把

握して実現策を講じられており非常によい。保守点検・清掃・草刈・剪定等も計画的に

実施されて良好である。 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

 ・今後とも円滑な運営をお願いします。 

 ・一部の施設について接遇に対して多々苦情がありますので、利用者側からの目線・利

便性も考えて対応をお願いします 

【第三者評価】（体育施設についての米子市スポーツ推進審議会の意見抜粋） 

 ・陸上競技場事務室は不在が多く（維持管理業務をされていると思うが）、市民球場に連

絡して来てもらうことが度々です。管理担当の方に業務用携帯などで直接連絡が届く

といいと思います。 

・陸上競技場の利用者が使用できるトイレがあまりにも少ないです。以前から指摘され

続けているが改善されない。補助グランドのトイレも使用不能が改修されていない。 

・修繕整備などの要望が多々あるので予算をしっかり取っていただき、早目の対応をお

願いします。 

・公共施設での禁煙対策をよろしくお願いします。 

・福生体育館の管理人について、２２時には帰りたいらしく片付けを急がされます。一

度そのことに意見を述べたらそれ以降、挨拶をしても返事が返ってきません。 

・転倒事故防止のために施設の雨漏りを早急に改善してほしい。 



・アンケートでトイレについての意見が多い。利用者による清掃等を考えてみてはどう

か。 

・米子市の体育施設は災害時の避難所に指定されていますが、雨漏りの修繕・洋式便所

設置等の要望があるので早急に対処する必要があります。 

※第三者評価については指定管理業務に直接起因しいないものもありますが状況把握の

ため、そのまま記載しています。 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年８月 

 

施設名 総括表 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 キッズプレイタイム、ノルディックウォーク大会、ムーブメントトレーニング道場 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （６０点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

Ｂ 資料確認 

本部：統括責任者 

統括責任者補佐 

事務員 

市民体育館（本部） 

支部：地区体育館 

武道館・弓道場 

東山公園管理センター 

陸上競技場事務所 

淀江運動公園事務所 

各施設等巡視 

計５１名 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

Ｂ 資料確認 

以下の研修を実施された。 

７月 接遇研修 

１０月剪定研修 

１２月避難訓練 

２月 避難訓練 

３月 施設管理研修 

救命救急研修 

避難訓練 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

Ｂ 予定どおり実施された。 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

Ｂ 資料確認 

アンケート調査を実施し、要望
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の把握に努めている。 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検、夜間警備など専門的な

技術を要するものである。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 

４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか Ｂ 予定どおり実施された。 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか Ｂ 立入調査・資料確認 

情報公開の取組み、個人情報等

の管理は適切に行われていた。 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

Ｂ 市民の健康増進のための施設管

理が行えている。 

Ⅱ サービスの質の評価 （２５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

Ｂ 資料確認 

利用者の要望を把握するため、

各施設においてアンケートを実

施。 

総数は３２２通 

施設についての総合的な印象の

項目は 

 期待以上     ５％ 

 期待どおり   ４１％ 

 まあまあ    ４０％ 

 特に感じない  １４％ 

 良くなかった   ０％ 

であり、総合的な満足度は概ね

高いと思われる。 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

好評か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

Ｂ アンケート調査の結果、施設運

営についての満足度は高いが、
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利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 予約方法等の課題がある。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

Ｂ  

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （１５点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

Ｂ 資料確認 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

Ｂ 資料確認 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

Ｂ 資料確認 

 

【総評（所管課評価）】 

年間を通じて計画していた業務ができ、施設面では概ね良好な管理ができた。 

大雨、台風などの災害時に迅速に対応している。 

翌年度以降も着実に取り組んでほしい。 

 

 

合計点 

（60）点/（100）点 

×100＝（60.0） 

平均点 

（3．0）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 ― ― ― 各施設の表に記載 

施設利用者数 ５１９,４２２人 ５３３，１３７人 －１３，７１５人 

97.4％ 

 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入  

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

指定管理料 150,658,059円 138,727,000円 +11,931,059円 

108.6％ 

 

事業収入 35,596,294円 33,724,897円 1,871,397円 

105.5％ 

 

合  計 186,254,353円 172,451,897円 +13,802,456円 

108.0％ 

 

 

（２）支 出 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

人件費 113,691,686円 102,411,460円 +11,280,226円 

111.0％ 

 

管理運営費 72,562,667円 81,138,597円 -8,575,930円 

89.4％ 

 

（うち委託料） 9,953,471円 9,662,170円 +291,301円 

103.0％ 

 

合  計 186,254,353円 183,550,057円 +2,704,296円 

101.4％ 

 

 

※３ 経営状況分析指標 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

備  考 

① 事業収支 0円 0円 0円  

② 利用料金比率 23.1％ 16.8％ +6.3ポイント  

③ 人件費比率 61.0％ 55.7％ +5.3ポイント  

④外部委託費比率 5.3％ 5.2％ +0.1ポイント  

④ 利用者当たり

管理コスト 

358円 344円 +14円 

104.0％ 

 

⑥利用者当たり自治

体負担コスト 

290円 260円 +30円 

111.5％ 

 

①事業収支：（収入－支出） 
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  事業全体が黒字で施設の管理運営ができているかどうか確認する。赤字の場合は管理継続性の面での課題を解決し、黒字化のた

めの方策を検討する。 

②利用料金比率：（利用料金収入/収入） 

  収入に占める利用料金の割合。指定管理者の収入源がどこにあり、それが安定したものであるかを確認する。 

③人件費比率：（人件費/支出） 

  支出に占める人件費の割合。支出の中で人件費が減らされすぎていないか、逆に費用がかかりすぎていないかを確認する。 

④外部委託比率：（外部委託費合計/支出） 

  支出に占める外部委託費の割合。外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。 

⑤利用者当たり管理コスト：（支出/延べ利用者数） 

  利用者１人当たりにかかる費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。 

⑥利用者当たり自治体負担コスト：（指定管理料/延べ利用者数） 

  利用者１人当たりにかかる自治体の費用。前年度や事業計画との比較、類似施設との比較により施設の効率性を確認する。 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 

項  目 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 備  考 

①自己資本比率 41.3％ 48.9％ 82.1％ 77.8％ 71.5％  

②流動比率 178.0％ 218.8％ 489.4％ 356.7％ 264.1％  

③固定長期適合率 40.8％ 39.6％ 45.4％ 43.7％ 38.9％  

④総資産経常利益率 8.76％ 8.8％ 0.21％ 2.9％ 10.4％  

評  価 （以上の指標を参考に評価する。） 

※貸借対照表と損益計算書を基に計算。太枠内に今年度の数値を記載し、左側に過去４年分を記載。 

 

①自己資本比率 

  総資産（資産合計）に占める自己資本（純資産合計）の割合を示した指標。どれだけ借金に頼らず経営をしているかを示す。比

率が高いほど借金（負債合計）に頼る割合が低く、経営が安定していることを示す。一般的には、７０％以上なら理想企業、４０％

以上なら倒産しにくいとされている。 

    自己資本比率（％）＝自己資本÷総資本×１００   

⑤ 流動比率 

  団体の短期的な支払い能力を示す指標。１年以内に現金化できる資産を「流動資産」、１年以内に支払いを要する負債を「流動負

債」と言い、「すぐに準備できるお金」と「すぐに返さないといけないお金」のバランスを比較する。流動資産（すぐに準備できる

お金）の方が多いほど、支払い能力が高いことを示す。１００％以上であれば問題ない。１００％未満であれば資金繰りが苦しい

とされる。 

流動比率（％）＝流動資産÷流動負債×１００   

③固定長期適合率 

  固定資産をどの程度、自己資本（純資産合計）と固定負債で賄っているかを示す指標。土地や建物など、この先１年以上換金で

きない、または換金しない固定資産を返済義務のない自前の資金である自己資本（純資産合計）と長期で調達したお金（固定負債）

でどれだけ賄えるかを見る。１００％未満であれば問題ないが、１００％以上の場合は固定資産の維持調達について流動負債にも

依存していることを示すことから、資金繰りが苦しいと考えられるとされる。 

   固定長期適合率（％）＝固定資産÷（固定負債＋自己資本）×１００  

④総資本経常利益率 

  団体の総合的な収益力を示す指標。団体の総資産（資産合計）に対して、どれだけの経常利益を稼ぎ出しているかを示す。比率

が高いほど資本を効率的に運用し、収益を上げている。 

   総資本経常利益率＝経常利益÷総資本×１００    
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５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

・各地区体育館において天井の雨漏りについて修繕の相談がある。 

・東山公園内の公衆トイレが故障していて使えないことが多い。指定管理者と協議して早急に修繕できる箇所から修繕するように指

導。 

６ 利用者アンケートの結果 

別紙に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１）市民体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用率も高水準であり、市の拠

点体育館としての施設の効用を

十分に発揮している。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

毎月市民体育館で行われている施設利用の抽選方法について改善の必要がある。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 293日 292日   +1日 、100.3％  

施設利用者数 40,391人 41,448人 -1,057人 

97.4％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.3％ 

292日／293日 

100.0％ 

292日／292日 

-0.7ポイント  

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年４

～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年４～

３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 3,105,159円 3,056,775円 ＋48384,円 

101.6％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２）東山体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 

４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情 情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 
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報に係る措置 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用率も高水準であり、市民の

健康増進のための施設として効

用を発揮している。 

市民体育館のサブアリーナとし

ての使用も多い。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

市民体育館のサブアリーナとしても機能している。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 293日 292日 +1日 、100.3％  

施設利用者数 27,812人 20,872人 +6,940人 

133.3％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.3％ 

291日／293日 

100.0％ 

292日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,305,180円 1,312,500円 -7,320円 

99.4％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施）総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （３）住吉体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

４ 自主事業の実施 事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 
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に関する業務 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用率も高水準であり、市民の

健康増進のための施設として役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

施設が老朽化し耐震基準も満たしていないため、平成３０年５月から翌年３月まで改築工事を行な

った。 

 

合計点 

（２４）点/（４０）点 

×100＝（６０．０） 

平均点 

（３．０）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 26日 292日 -266日 

8.9％ 

改築工事のため5月から翌

3月まで閉館 

施設利用者数 1,128人 16,526人 -15,398人 

6.8％ 
〃 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

100.0％ 

26日／26日 

99.7％ 

291日／292日 

 

+0.3ポイント 〃 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 94,200円 1,173,200円 -1,079,000円 

8.1％ 

改築工事のため5月から翌

3月まで閉館 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （４）加茂体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載  

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載  

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載  

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載  

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

隣接する河崎公園スポーツ広場と合わせて多くの市民に利用されている。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 20,865人 17,933人 +2,932人 

1116.3％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

98.6％ 

291日／295日 

99.3％ 

290日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料  1,307,990円 1,122,800円 +185,190円 

1116.5％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （５）南部体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載  

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載  

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載  

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載  

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載  

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載  

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載  

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載  

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載  

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用率も高水準であり、市民の

健康増進のための施設として役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

高校の部活動や地域住民のスポーツ活動に広く利用されている。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 14,440人 16,470人 -2,030人 

87.7％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.0％ 

292日／295日 

99.7％ 

291日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ａ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,254,460円 1,245,760円 +8,700円 

100.7％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （６）弓ヶ浜体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用率も高水準であり、市民の

健康増進のための施設として役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 14,968人 13,486人 +1,482人 

111.0％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.0％ 

292日／295日 

99.7％ 

291日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,271,260円 1,196,260円 +75,000円 

106.3％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （７）美保体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

立地的に市の外周部に位置し、利用者数は地区体育館の中で最も少ないが、地域住民だけでなく隣

接する美保中学校の部活動にも使われるなど有効に使われている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 13,119人 12,218人 +901人 

107.4％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.0％ 

292日／295日 

99.7％ 

291日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,124,180円 1,040,060円 +84,120円 

108.1％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし。 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （８）福米体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

指定管理者の原因によるものではないが、施設が老朽化しており雨漏りが発生し利用者に迷惑を掛

けているが安全に配慮して管理している。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 17,834人 15,379人 +2,455人 

116.0％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.0％ 

292日／295日 

99.3％ 

290日／292日 

    

-0.3ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,543,630円 1,391,360円 +152,270円 

110.9％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （９）福生体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

利用者数も年間２０，０００人を上回り地区体育館としては高水準であり、多くの地区住民等に利

用されている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 23,860人 20,729人 +3,131人 

115.1％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.0％ 

292日／295日 

99.7％ 

291日／292日 

     

   -0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,679,490円 1,479,150円 +200,340円 

113.5％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１０）湊山体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

地域住民だけでなく、近隣の湊山中学校のバレー、バスケット、バドミントンなど中学、高校の部

活動などにも幅広く使われている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年４

～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 20,293人 19,390人 +903人 

104.7％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.6％ 

291日／292日 

99.6％ 

291日／292日 

     

   -0.6ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,375,890円 1,255,720円 +120,170円 

109.6％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし。 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１１）箕蚊屋体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２３年 ４月 １日 ～ 平成２８年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

年間２０，０００人以上が利用しており、地区体育館としては多い人数である。 

一般団体のほか春日、巌、大高、県の公民館利用、松蔭高校、箕蚊屋中学の部活動など幅広く利用

されている。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 22,623人 26,026人 -3,403人 

86.9％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.3％ 

293日／295日 

100.0％ 

292日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,435,220円 1,396,750円 +38,470円 

102.8％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１２）米子市営弓道場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ
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迅速に対応されている。 

４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 回数券の有効期限の延長、使用

料の割引など独自の工夫を行っ

ている。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

利用者は弓道競技者に限られ、一般利用よりは高校、中学の部活動での利用の割合が多い。 

２８年度から管理人の常駐を廃止したため、利用者に不便をかけているが、料金面で回数券の有効

期限の延長や使用料の割引など独自の工夫を行っている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 358日 358日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 13,112人 16,125人 -3,013人 

81.3％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

100.0％ 

358日／358日 

100.0％ 

358日／358日 

 

±0ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 762,830円 810,640円 -47,810円 

94.1％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１３）米子市営武道館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 



 

 44 / 97 

 

４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 回数券の発行、使用料の割引な

ど独自の工夫を行っている。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

  

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市主催の柔道、剣道教室をはじ

め多くの武道愛好家に活用され

ており、武道振興の役割を果た

している。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

柔道、剣道をはじめ空手、居合、太極拳など多くの武道愛好家に利用されている。 

料金面で回数券の発行や使用料の割引など独自の工夫を行っている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 293日 292日 +1日 

100.3％ 

 

施設利用者数 26,292人 23,839人 +2,453人 

110.3％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.3％ 

291日／293日 

99.7％ 

291日／292日 

 

-0.4ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支  

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 802,150円 746,540円 +55,610円 

107.4％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

利用予約の状況を確認し、その時間に合わせ、インターホンでの呼び出しに迅速に応答するようにしている。 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１４）米子市淀江体育館 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民体育館と並び中核的な体育

館の一つであり、各種スポーツ

の練習のほか、大会も実施され、

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

管理内容は概ね良好である。 

体育館としては市民体育館に次ぐ利用人数であり、一般利用や部活動のほか、各種スポーツの大会

会場としても広く使用されている。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 295日 292日 +3日 

101.0％ 

 

施設利用者数 29,631人 26,991人 +2,640人 

109.8％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

99.3％ 

293日／295日 

100.0％ 

292日／292日 

 

-0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,617,280円 1,473,560円 +143,720円 

109.8％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１５）米子市営淀江球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

野球、ソフトボールの大会、一

般利用に広く使用され、市民の

健康増進の役割を果たしてい

る。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

全面土のグラウンドのため、市民球場、湊山球場と異なり芝生の養生のための休止期間はないが、

冬季の使用はほぼなく、利用率は３割強にとどまる。 

野球場としての性格を考えれば、やむを得ないと考えられる。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 8,084人 6,906人 +1,178人 

117.1％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

30.3％ 

109日／359日 

35.0％ 

126日／359日 

 

-4.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 1,319,430円 1,433,230円 -113,800円 

92.1％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１６）米子市営淀江庭球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

淀江体育館で受付を行ってい

る。接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

淀江中学校のテニス部の部活動のほか一般の個人利用が中心である。 

管理内容は概ね良好である。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 3,988人 3,239人 +749人 

123.1％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

50.7％ 

182日／359日 

49.9％ 

179日／359日 

 

+0.8ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 5,190円 0円 +5,190円 

0％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１７）米子市営淀江スポーツ広場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

淀江体育館で受付を行ってい

る。接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市民の健康増進のための施設と

して役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

４月～１１月の間はナイターの利用も含め、野球、ソフトボール、サッカー、グラウンド・ゴルフ

などの利用に幅広く使われている。 

管理内容は概ね良好である。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 12,193人 11,675人 +518人 

104.4％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

65.1％ 

234日／359日 

71.9％ 

255日／359日 

 

-6.8ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 473,580円 372,520円 +101,060円 

127.1％ 

前年度に照明の改修工事

があったため 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１８）米子市営大和公園運動広場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

淀江体育館で受付を行ってい

る。接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

  

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 資料確認 

立地的に利用団体は限られてい

るが、グラウンドゴルフを中心

に利用されており、市民の健康

増進に役立っている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

地域のグラウンドゴルフサークルにさかんに利用されている。 

管理内容は概ね良好である。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 4,467人 3,621人 +846人 

123.4％ 

実績増 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

52.4％ 

188日／359日 

59.3％ 

213日／359日 

 

-6.9ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 ― ― ―  

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （１９）米子市営東山陸上競技場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

 

 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

一般利用のほか各種大会が開催

され、公認陸上競技場として機

能している。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

鳥取市の第１種公認の県営陸上競技場に次ぐ県内唯一の第２種公認の陸上競技場であり、中国大会

レベルの大会まで開催可能。部活動、一般利用のほか、県内の大会も多く開催されており、陸上競

技の振興に役割を果たしている。 

管理内容については、アウトフィールドの補修に取り組むなど良好である。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100％ 

 

施設利用者数 46,446人 48,754人 -2,308人 

95.3％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

98.1％ 

352日／359日 

98.1％ 

352日／359日 

      

±0ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 385,599円 429,890円 +44,291円 

89.7％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２０）米子市営東山補助グランド 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・応接は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

施設の利用率は高くないが、陸

上競技場のサブトラックとして

の機能を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

本来の施設の利用目的は陸上競技場のサブトラックだが、ゲートボール、ソフトボールなどにも使

用されている。 

利用率は高くなく雑草が繁茂しやすい状況だが、除草等適切にグラウンド整備を行っている。 

 

合計点 

（２４）点/（４０）点 

×100＝（６０．０） 

平均点 

（３．０）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 11,357人 16,358人 -5,001人 

69.4％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

23.1％ 

83日／359日 

22.3％ 

80日／359日 

+0.8ポイント  

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 ― ― ― 使用料設定なし 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし。 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２１）米子市営東山球技場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ａ 立入調査・資料確認 

維持管理についても修繕と同様

に積極的かつ迅速に対応されて

いる。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用窓口は市民球場。接客・対

応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

サッカー、ラグビーの公式戦を

中心に利用されており、競技の

振興の役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

サッカー、ラグビーの高校総体、中学総体、サッカーの高円宮杯など公式戦を中心に利用されてい

る。 

１２月から翌年５月にかけて休止期間がある、大会利用等に利用を限るなど芝生の養生のため使用

制限があるため施設としての利用率は高くないが、競技の振興のための役割を果たしている。 

合計点 

（２８）点/（４０）点 

×100＝（７０．０） 

平均点 

（３．５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 214日 213日 +1日 

100.5％ 

 

施設利用者数 6,203人 6,806人 -603人 

91.1％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

33.6％ 

72日／214日 

32.9％ 

70日／213日 

 

+0.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年４～

３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 395,560円 429,270円 -33,710円 

92.1％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２２）米子市民球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ａ 立入調査・資料確認 

グラウンドの土質の改善に取り

組むなど独自の工夫も行ってい

る。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

高校野球県大会をはじめとした

公式戦、大会、練習に使用され

ており県西部の野球の拠点施設

として競技の振興に役割を果た

している。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

県西部の野球競技の拠点施設として多くの大会等に利用されている。 

独自にグラウンドの改善を行うなど整備の面でも良好な管理を行っている。 

老朽化により観客席が破損しているので年間をとおして撤去作業を行なっている。 

 

合計点 

（２８）点/（４０）点 

×100＝（７０） 

平均点 

（３．５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 
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※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 

 

【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 22,932人 22,717人 +215人 

100.9％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

82.5％ 

296日／359日 

82.5％ 

296日／359日 

 

±0ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 3,892,709円 3,167,904円 +724,805円 

122.9％ 

実績増 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２３）米子市営東山庭球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表を記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表を記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表を記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表を記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表を記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表を記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表を記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表を記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表を記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

市の体育施設では最も多くの人

に利用されており、市民の「健

康増進に役立っている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

体育館も含めた市の体育施設で最も多い利用者数があり、利用料金収入も多い。 

日中、ナイターと多くのテニス愛好家に利用されており、競技の振興に役立っている。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 241日 +118日 

149.0％ 

前年度は整備により3ヶ月

休場 

施設利用者数 45,736人 40,436人 +5,300人 

113.1％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

92.8％ 

333日／359日 

100.0％ 

241日／241日 

 

-7.2ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

利用料収入 8,133,990円 7,356,110円 +777,880円 

110.6％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２４）米子市営東山スポーツ広場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

Ｂ 資料確認 

 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

大会利用、一般利用に多く使わ

れており、市民の健康増進の役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

ソフトボール、グラウンド・ゴルフを中心に大会、一般利用で使われている。 

冬季を除き利用率は高い。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100％ 

 

施設利用者数 21,840人 23,118人 -1,278人 

94.5％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

85.2％ 

306日／359日 

71.9％ 

258日／359日 

 

+13.3ポイント 

 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２８年４～

３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 889,650円 827,550円 +62,100円 

107.5％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２５）米子市営湊山球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 



 

 80 / 97 

 

４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用窓口は市民体育館で行って

いる。接客・対応は適切。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

各種大会、一般利用に使用され

ており、野球競技の振興のため

役割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

スポーツ少年団、一般団体等の軟式野球の大会、練習で使用されている。 

大会会場として一定の役割は果たしているが、市民球場、淀江球場と比較すると利用者数は少ない。 

管理状況は概ね良好である。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 244日 244日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 4,659人 4,265人 +394人 

109.2％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

37.3％ 

91日／244日 

38.9％ 

95日／244日 

 

-1.6ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 430,828円 467,118円 -36,290円 

92.0％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２６）米子市営湊山庭球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

特定のリピーターが多く利用し

ておりテニスの振興に一定の役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

個人使用については使用料が無料であり、リピーターを中心に利用され、テニス競技の振興に一定

の役割を果たしている。 

管理状況は概ね良好である。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 209日 359日 -150日 

58.2％ 

8～12月休場 

施設利用者数 2,545人 4,930人 -2,385人 

51.6％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

46.1％ 

97日／209日 

51.0％ 

183日／359日 

 

-4.9ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 0円 0円 0円 

±0ポイント 

 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 

 

 

  



 

 85 / 97 

 

（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２７）米子市営日野川運動公園 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

受付窓口は市民体育館。接客・

対応は適切。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

使用料無料で気軽に使える施設

として多くの利用者に使われて

おり、市民の健康増進に役立っ

ている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

国土交通省から占用の許可を得て供用している。 

グラウンドの面数が多く、使用料も無料のため気軽に利用でき、野球、サッカー、ラグビー等の大

会、一般利用で多くの市民に使用されている。 

管理状況は概ね良好である。 

１０月の台風被害により復旧工事のため翌年の５月まで使用停止とした。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 （野球場Ａ～Ｅ） 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

台風災害のため10月～3月

はC.D.Eグランド閉鎖 

施設利用者数  14,534人 24,192人 -9,658人 

60.1％ 
〃 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

30.6％ 

110日／359日 

44.3％ 

159日／359日 

 

-13.7ポイント 〃 

事業開催数 ― ― ― ― 

※１ 利用状況 （サッカー・ラグビー場） 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 183日 359日 -176日 

51.0％ 

台風災害のため10月～3月

は閉鎖 

施設利用者数 8,759人 7,368人 +1,391人 

118.9％ 
〃 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

78.1％ 

143日／183日 

44.3％ 

159日／359日 

 

+33.8ポイント 〃 

事業開催数 ― ― ― ― 

※１ 利用状況 （少年野球場） 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 183日 359日 -176日 

51.0％ 

台風災害のため10月～3月

は閉鎖 

施設利用者数 1,740人 3,576人 -1,836人 

48.7％ 
〃 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

32.8％ 

60日／183日 

30.1％ 

108日／359日 

 

+2.7ポイント 〃 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

 

 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 ― ― ― 使用料設定なし 
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（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

１０月の台風による被害で日野川運動公園が日野川グランドA.B以外は利用中止となった。 

 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２８）米子市営日野川堰運動広場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

利用受付は市民体育館。 

接客・対応は適切。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

グラウンド・ゴルフ愛好家に多

く使われており、市民の健康増

進に役立っている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

日野川運動公園と同様に国土交通省の占用許可を受け供用している。 

利用の大半はグラウンドゴルフであり、多くの愛好家に利用されている。 

管理状況は概ね良好である。 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 11,591人 11,706人 -115人 

99.0％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

83.8％ 

301日／359日 

97.5％ 

350日／359日 

 

-13.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 

 

― ― ― 使用料設定なし 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （２９）米子市営河崎公園スポーツ広場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

受付窓口は加茂体育館。接客・

対応は適切。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 資料確認 

野球、ソフトボールで使用され

ており、市民の健康増進に役立

っている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

加茂体育館に隣接している野球グラウンドであり、野球、ソフトボールに使用されている。 

管理内容は概ね良好。 

 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 4,645人 4,779人 -134人 

97.2％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

54.9％ 

197日／359日 

57.7％ 

207日／359日 

 

-2.8ポイント 

 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 260,195円 283,290円 -23,095円 

91.8％ 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 
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（別紙２） 

平成３０年度「米子市体育施設及び米子市都市公園」モニタリング評価表 令和元年７月 

 

施設名 （３０）加茂庭球場 

施設所管課 経済部文化観光局スポーツ振興課 

指定管理者名 団体名 平井工業株式会社 

所在地 米子市河岡９５４番地１ 

指定期間  平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市におけるスポーツの推進及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設として 

設置する。 

主な実施事業 総括表に記載 

 

評価項目 評価基準 評価 特記事項 

Ⅰ 履行の確認 （２５点） 

 １ 施設全般の管理運営に関する業務  

(1)管理体制 施設の管理体制が明確になっており、基準に基づいた適切な

人員配置がされているか 

安全対策、危機管理体制などが十分に講じられているか 

 総括表に記載 

(2)職員研修 職員の業務に必要な資質・能力の向上を図るための研修・教

育が適切に行われたか 

 総括表に記載 

(3)利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか 

 

 総括表に記載 

２ 利用者に関する業務 

(1)利用状況 利用者数・稼働率等は適切な水準であるか     

補足資料※１ 

Ｂ 資料確認 

(2)利用者の要望把握

等 

利用者の要望の把握及びその実現策は適切に行われている

か 

 総括表に記載 

３ 保守点検並びに清掃等の業務 

(1)保守点検業務 基準に基づき、保守点検が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

建物、設備、備品について、適

切に保守点検を行い、管理記録

も適切に記録・保管されていた。 

第三者に委託する業務も浄化槽

の点検など専門的な技術を要す

るものだった。 

(2)清掃・維持業務 基準に基づき、清掃業務・維持管理が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 立入調査・資料確認 

清掃等維持管理業務について、

適切に行われていた。 

(3)保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ｂ 資料確認 

 

(4)修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか 

第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か 

Ａ 立入調査・資料確認 

施設の保全に関して積極的かつ

迅速に対応されている。 
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４ 自主事業の実施

に関する業務 

事業計画書に沿った自主事業が適切に行われたか  総括表に記載 

５ 情報公開・個人情

報に係る措置 

情報公開・個人情報保護に係る措置は適切に行われたか  総括表に記載 

６ 管理目標 施設の現状を正しく認識し、今後の在り方についての提案は

具体化されているか 

 総括表に記載 

Ⅱ サービスの質の評価 （１５点） 

 １ 利用者満足度 利用者へのサービスの質を維持・向上させるための提案は具

体化されているか 

利用者アンケート等を実施し、その結果は妥当であるか 

 総括表に記載 

２ 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理、備品などの設備の維持管理は適正

に行われ、良好な状態で施設の利用が行われているか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

迅速に対応されている。 

３ 運営業務 事業運営について、サービス水準の向上のための創意工夫が

見られるか。 

利用許可などの利用者への接客・対応は適切であるか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

接客・対応は適切である。 

４ 自主事業 実施された事業内容は、施設の設置目的に沿い、サービス水

準の向上に寄与する質の高いものであるか 

 総括表に記載 

５ 施設の効用 施設の効用を最大限に発揮し、設置目的の達成に資すること

ができる管理運営内容であったか 

Ｂ 立入調査・資料確認 

特定のリピーターが多く利用し

ておりテニスの振興に一定の役

割を果たしている。 

Ⅲ サービスの安定性の評価 （  点） 

 １ 事業収支 指定管理業務の事業収支は妥当であるか      

補足資料※２ 

 総括表に記載 

２ 経営状況 指定管理業務の経営状況分析指標の結果は妥当であるか 

補足資料※３ 

 総括表に記載 

３ 団体等の経営状 

況（年度ごと） 

団体の経営状況分析指標の結果は妥当であるか    

補足資料※４ 

 総括表に記載 

 

【総評（所管課評価）】 

リピーターを中心に利用され、テニス競技の振興に一定の役割を果たしている。 

管理状況は概ね良好である。 

 

合計点 

（２６）点/（４０）点 

×100＝（６５．０） 

平均点 

（３．２５）点 

※施設の性格や設置目的により、評価項目は追加、変更できる。 

※評価区分 Ａ（優 良）＝協定書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。（５点） 

      Ｂ（良 好）＝協定書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。（３点） 

      Ｃ（課題含）＝協定書等の基準を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。（１点） 

      Ｄ（要改善）＝協定書等の基準を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。（０点） 

※特記事項欄は評価を行った確認方法（例：立入調査、台帳確認、資料等確認）と当該評価を行った理由を記載する。 

※総評欄は、事業計画書等との整合性を検証し、評価、業務の改善方策等を記入する。 
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【補足資料】 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

開館日数 359日 359日 ±0日 

100.0％ 

 

施設利用者数 1,335人 1,259人 +76人 

106.0％ 

 

施設稼働率＝ 

利用日数／開館

日数 

21.1％ 

76日／359日 

18.4％ 

66日／359日 

 

+2.7ポイント 

 

事業開催数 ― ― ― ― 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔平成３０年 

４～３月〕 Ａ 

前年度〔平成２９年 

４～３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

対比が±20％を超える場

合は増減理由を記載 

施設使用料 0円 420円 -420円 

0％ 

 

 

 

（２）支 出 総括表に記載 

 

※３ 経営状況分析指標 総括表に記載 

 

※４ 団体等の経営状況（年度毎に実施） 総括表に記載 

 

５ 利用者からの苦情の内容とそれに対する市・指定管理者の対応や市から指定管理者への指導状況 

特になし 

 

６ 利用者アンケートの結果 

総括表に添付 

 

 



平成３０年度

平井工業 株式会社



1・アンケートのまとめ

2・アンケート回収結果

3・アンケートコメント一覧

目次

アンケート結果 ・平成30年度



・施設使用者は、相対的に男性が多かった。

・年齢は、時間帯にもよるが高齢者の方の利用も多い。

・職業別にみると、昼間の主婦層、会社員の利用が盛んであった。

・利用者の居住地域は、米子市駐在者が多かった。

・利用回数は、たまにか週１～２回が多かった。

・よく利用される施設は地区体育館が多かった。

・目的別利用をみると、健康体力維持、運動好き、仲間との交流等多彩である。

・施設の運営、満足度は、予約受付方法など厳しい意見も聞かれるも概ね良好である。

　施設使用料については、もっと低料金で利用したい等の意見もある。

　器具類については、ネットの補修等をきちっとして欲しいとの意見があった。

　トイレについての意見が非常に多く施設の老朽化は、否めない。

　地区体育館において、雨漏りがひどく改善を求める意見が多くあった。

・今後この施設にどのような運営を望むかとの問いに関しては、施設用具の更なる充実、

　清掃、美観の維持、予約システムの時間短縮、と簡略化などの意見が寄せられている。

1・アンケートのまとめ



・質問と回答数の総計　回収アンケート 322 通

<各設問の票数とグラフ>

あなた自身のことをお聞かせください。

あなたの性別は?(得票数)

男性 217 票

女性 105 票

あなた自身のことをお聞かせください。

あなたの年齢は? (得票数)

20歳代未満 39 票

20歳代 30 票

30歳代 42 票

40歳代 56 票

50歳代 61 票

60歳代 65 票

70歳代以上 24 票

2・アンケート回収結果

男性

67%

女性

33%

0 20 40 60 80

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

39

30

42

56

61

65

24



あなた自身のことをお聞かせください。

あなたの職業は? (得票数)

学生 46 票

会社員 120 票

自営業 23 票

公務員 21 票

主婦 57 票

アルバイト 10 票

その他 43 票

あなた自身のことをお聞かせください。

どちらにお住まいですか?

米子市内 279 票

米子市外 33 票

米子市の体育施設のご利用回数は?

初めて 2 票

たまに 113 票

週1～2回 169 票

それ以上 38 票

0 50 100 150

学生

会社員

自営業

公務員

主婦

アルバイト

その他

46

120

23

21

57

10

43

米子市内

89%

米子市外

11%

初めて

1%

たまに

35%

週1～2回

52%

それ以上

12%



よく利用される施設は? (複数回答可)

市民体育館 24 票

地区体育館 123 票

市民球場 25 票

庭球場 40 票

スポーツ広場 45 票

その他 75 票

体育施設をどんな目的で利用しますか?(複数回答可)

健康や体力の維持増進 139 票

試合・大会参加 92 票

運動することが好き 108 票

仲間との交流 115 票

その他 46 票

0 50 100 150

健康や体力の維持増進

試合・大会参加

運動することが好き

仲間との交流

その他

139

92

108

115

46

0 50 100 150

市民体育館

地区体育館

市民球場

庭球場

スポーツ広場

その他の施設

24

123

25

40

45

75



施設の運営について、それぞれの満足度を記入してください。

スタッフの接客対応の良さ

評価5 98 票

評価4 157 票

評価3 65 票

評価2 2 票

評価1 0 票

施設の運営について、それぞれの満足度を記入してください。

予約受付方法の便利さ

評価5 38 票

評価4 116 票

評価3 142 票

評価2 11 票

評価1 8 票

施設の運営について、それぞれの満足度を記入してください。

利用しやすい料金設定

評価5 85 票

評価4 116 票

評価3 93 票

評価2 4 票

評価1 1 票

評価5

30%

評価4

49%

評価3

20%

評価2

1%
評価1

0%

評価5

12%

評価4

37%

評価3

45%

評価2

3%

評価1

3%

評価5

29%

評価4

39%

評価3

31%

評価2

1%

評価1

0%



施設の運営について、それぞれの満足度を記入してください。

スタッフの安全管理に対する意識の高さ

評価5 56 票

評価4 164 票

評価3 90 票

評価2 4 票

評価1 1 票

施設の運営について、それぞれの満足度を記入してください。

案内表示の分かりやすさ

評価5 48 票

評価4 158 票

評価3 112 票

評価2 1 票

評価1 2 票

施設設備について、それぞれの満足度を記入してください。

施設の清潔さ

評価5 60 票

評価4 173 票

評価3 81 票

評価2 8 票

評価1 0 票

評価5

18%

評価4

52%

評価3

29%

評価2

1%
評価1

0%

評価5

15%

評価4

49%

評価3

35%

評価2

0%

評価1

1%

評価5

19%

評価4

54%

評価3

25%

評価2

2%

評価1

0%



施設設備について、それぞれの満足度を記入してください。

器具類の種類と数の多さ

評価5 29 票

評価4 129 票

評価3 153 票

評価2 11 票

評価1 0 票

施設設備について、それぞれの満足度を記入してください。

施設設備の安全性

評価5 33 票

評価4 172 票

評価3 113 票

評価2 3 票

評価1 1 票

施設設備について、それぞれの満足度を記入してください。

案内表示の分かりやすさ

評価5 27 票

評価4 159 票

評価3 125 票

評価2 6 票

評価1 1 票

評価5

9%

評価4

40%

評価3

48%

評価2

3%
評価1

0%

評価5

10%

評価4

54%

評価3

35%

評価2

1%

評価1

0%

評価5

9%

評価4

50%

評価3

39%

評価2

2%

評価1

0%



施設設備について、それぞれの満足度を記入してください。

照明設備の明るさ

評価5 30 票

評価4 124 票

評価3 96 票

評価2 9 票

評価1 1 票

あなたは、今後この施設にどのような運営を一番望みますか。一つだけ選んでください。

145 票

46 票

利用時間の延長 7 票

54 票

3 票

低い施設利用料金の設定 27 票

2 票

イベント等の誘致 8 票

その他 2 票

施設の設備用具の更なる充
実

清掃・美観を常に維持してほ
しい

予約・申請手続きの時間短
縮と簡略化

施設利用者を対象にした教
室・プログラムの開催

環境へ配慮した施設運営の
実現

評価5

12%

評価4

48%

評価3

37%

評価2

3%
評価1

0%
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あなたがもっている当施設の総合的な印象について一つだけ回答してください

期待した以上 15 票

期待通り 131 票

まあまあ 128 票

特に感じない 47 票

良くなかった 1 票

期待した以上5%

期待通り41%

まあまあ

40%

特に感じない

良くなかった0%



<米子市民体育館回収分>
・夏の暑さ対策として扇風機等の設置をして欲しい。

<淀江体育館回収分>
・庭球場横の時計を直してほしい。修理していただきますと喜びます。整った環境の中で　　　　

　部活動ができています。

・会議室にエアコン(冷暖)を設置していただきたいです。喫煙場所の確保。トイレに市民　

　体育館のような大きなスリッパをおいて欲しいです。

・淀江体育館の職員の方は気持ちよく対応していただいて利用しやすい。減免での予約　

　予約方法が楽にしていただければ助かります。

・中央ネットの網目がもう少し小さくなると助かります。（隣にテニスボールが入ってしまう。）

・冬場のテニスでの体育館予約を一週間前ではなくもう少し早くできるようにして下さい。

<東山体育館回収分>
・とにかく予約が面倒です。

<加茂体育館回収分>
・トイレの様式化（特に女性トイレ）。外の日が入らないようにカーテンの設置。雨漏りの防

　対策。

・体育館の利用を一時間単位でなく30分単位にして欲しい。

・体育館によっては駐車スペースが少ない所がある。職場の行事で利用する時に困ること

　がある。駐車場の確保は難しいと思うが検討して欲しい。

・床のテープがはがれているところがあり危ないので修理をお願いします。

・季節により太陽光が入りまぶしくて遮光カーテンを設置して欲しい。

・雨漏りがします。直してほしいです。

　数字の人が帰って行かれるのを見ます。何となく納得できないです。

・市民体育館での地区体予約について同じグループの人が数人でくじを引き、大きな

<南部体育館回収分>

3・アンケートコメント一覧



・バウンドテニスノコートを常設して欲しい。

・コメントなし

<美保体育館回収分>
・床の状態がよくない。雨漏りを何とかして欲しい。

・待合室に暖房器具が欲しい。

・様式トイレが女子の方に欲しい。

・休館日を月曜日以外なくす。

<福米体育館回収分>
・施設利用の申し込み方法の簡素化。地区体育館で毎月1回予約できるよう改善を

　お願いしたい。

・設備は古いが非常によく清潔に管理されています。

・照明の具合がよくない。

・スタッフの態度が気に入らないことがあった。

<湊山体育館回収分>

<箕蚊屋体育館回収分>
・いつもきちんと整頓されて掃除もされていると思います。毎回気持ちよく利用しています。

　器具類が相当古いですが新しいものに替えて欲し。

・卓球器具を新しいものにして欲しい。全体に古すぎる。

・テニスネットをワイヤーでなくロープにしてください。張りにくいです。

・雨漏りがあります。早く直してください。

・ラッケトなど手軽に借りられたら良いと思います。

<弓ヶ浜体育館回収分>

・コメントなし。

・雨が降る毎に滑らないかと気を遣いながらプレーするので何とかしていただ
きたい。

<福生体育館回収分>
・照明が切れたまま長らく放置してあるのはいかがなものか。



・ネット等が全般に古いと思う。更新してください。

<弓道場回収分>
・手洗い場が黒ずんでいて清掃されてないように思う。水回りとトイレは、清掃をお願い

　します。

・回数券の残りがわからなく、あとどれくらいかと思うことがある。何かわかりやすくなる

　方法、表示を考えてほしい。

・冬季の暖房、ストーブ等の利用がしたい。

・年間パスポートなどが安価であればよいです。

・防府市（山口県）、藤枝市（静岡県）は年間3000円です。

<武道館回収分>
・トイレを整備し数を増やして欲しい。

<淀江球場>
・特になし

<淀江庭球場球場>
・特になし

<淀江スポ広回収分>
・特になし

<大和公園運動場回収分>
・芝の手入れをよろしくお願いします。

<陸上競技場回収分>
・砂場のカバーが破れていて、機能していない。

　サッカーの占有使用は、してほしくない。



<東山補助グランド回収分>
・特になし

<球技場広場回収分>
・エアコンを付けて欲しい。

・芝の管理がよくしてもらっています。

・練習でも使用出来たらいいのにと思う。

<市民球場回収分>
・施設の予約抽選の時間帯を午前中よりも夕方や夜にしていただきたい。

・ブルペンの照明が暗い。それ以外はとても良い。

・愛想よくお願いします。

・ブルペンの整備を利用者にもっと徹底するようにして欲しい。

<東山庭球場回収分>
・料金を安くして欲しい。

・用具の点検をきっちとして下さい。

・時々照明が切れていて暗い時がある。芝の痛みも所々にある。

<東山スポーツ広場回収分>
・東山、淀江とも柵を高くして欲しい。

・川にボールが落ちて紛失することがよくある。防球ネットの充実（河、駐車場側、道路側）

　を希望します。

<湊山球場回収分>
・休日にグランドがないので仕方なく利用している。駐車場はないし、スコアボードは

　使えないし何とかならないのか。

・雨が降るとグランドの土が流され、整備が大変そう。



・ボールが場外に出そうで心配。

・部活で度々使用します。グランド整備お世話になります。

・駐車場がないのは残念。芝刈りはしてあるし草野球には十分。

<湊山庭球場回収分>
・特になし。

<日野川運動公園回収分>
・ラインが引いてあればなお良し。

<日野川堰運動公園回収分>
・トイレの整備をお願いします。

・大会の時に女性用トイレが足りない。

<河崎公園スポーツ広場回収分>
・私は、世話役だが高齢者が気持ちよく使用している。

・多少水はけが悪い。


