
 

（別紙３） 

都整起第５２４号－１ 

令和３年 ９月１６日 

 

（施 設 名）米子市都市公園 

（指定管理者）平井工業 株式会社 

（代 表 者 名）代表取締役 平 井 圭 一 様 

 

米子市長 伊 木 隆 司 

 

令和２年度「米子市都市公園」指定管理者業務評価書 

 

施設名 米子市都市公園 

施設所管課 都市整備部 都市整備課 

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 ～ 令和３年３月３１日（５年目） 

 

【モニタリング終了後の総評】・事業計画書、収支予算書と実際の業務内容を比較して記入する。 

・毎月の「運営状況チェック表（自己評価）」、半年ごとの「モニタリング評価

表」で確認した内容等を記入する。 

【施設所管課】 

・事業計画に基づき、概ね適正な管理運営が実施されている。 

・毎月の「運営状況チェック表」が適切に処理され、「モニタリング評価表」においても、

概ね高い評価になっている。 

【第三者評価】 

・年間２回実施の利用者アンケート及び文書による利用者への意見聴取おいても管理運営

に関して概ね高い評価を得ている。 

 

【今後の業務改善方策等の特記事項】 

【施設所管課】 

・施設の管理運営に関して、良好な対応を務められたが、更なる職員教育の徹底等を行い、

利用者の増加を図るサービス向上策に取組まれたい。 

【第三者評価】 

・管理運営に関して、施設利用者から概ね高い評価を受けており、更なる良好な管理運営

に期待したい。 

 



（別紙２） 

令和２年度下期「米子市都市公園」モニタリング評価表 〔令和３年９月〕 

 

施設名 米子市都市公園 

施設所管課 都市整備部 都市整備課 

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 954-1 

指定期間  平成２８年４月１日 ～ 令和３年３月３１日 

選定方法  公 募 ・ 非公募 

施設の設置目的 米子市都市公園は、主に緑豊かな自然環境の中で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション

及び大震災等の災害時の避難等に供することを目的としている。 

主な実施事業 米子市都市公園の維持管理、猿紹介看板設置、公園パンフレット作成配布、公園内イベント開催時の巡視、

ＡＥＤの設置、公園イルミネーション 

 

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

な人員配置がなされているか 

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 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づいた管理体制で

行っており報告書で人員配置を概

ね確認できる。 

・緊急時の体制、危機管理マニュア

ルが作成されている。 

 

(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 

事業計画書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づき概ね実施され

ている。 

 

(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 

 

Ａ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・自主事業として、公園内イベント

開催時の防犯パトロール実施、年末

年始のイルミネーション点灯、使用

者・利用者に対するサービス向上策

を実施し、自ら施設の利用促進に努

めている。 

 

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  ※１ 

 Ｂ 

都市公園行為許可申請、行政財産使

用許可等確認。 

・前年度と比べ利用者がやや減少し

ている。 

 

 (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 

毎月度都市公園報告書確認。 

・自治会要望等に概ね速やかな対応

ができている。 

 



３ 保守点検及び清掃等の業務 

(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 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づき概ね実施され

ている。 

 

(2)清掃・維持業務  

 Ｂ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づき概ね実施され

ている。 

 

(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 

事業計画書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づき概ね実施され

ている。 

 

(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 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書。 

・修繕指示に対し、概ね速やかに対

応を行っている。 

 

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 

Ａ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・事業計画書に基づき適切に実施さ

れている。 

 

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 

Ａ 

事業計画書確認。 

・情報公開、個人情報に関するマニ

ュアルが作成されており、適切に実

施されている。 

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 

Ａ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書。 

・事業計画書に基づき巡視等を行

い、施設の現状を認識し、今後の在

り方についての提案が具体化され

ている。 

・施設の修繕が必要な箇所は自主事

業により修繕を行っている。 

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 Ａ 

利用者アンケート結果、事業計画

書、毎月度都市公園報告書。 

・利用者に対するサービスの向上及

び利用促進を図るため自主事業を

計画・実施されており、アンケート

結果においても良い評価を得てい

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 Ｂ 

事業計画書、毎月度都市公園報告書

確認。 

・事業計画書に基づき概ね実施され

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 

利用者アンケート結果、毎月度都市

公園報告書確認。 

・利用許可をなどの利用者から苦情

がなかった。 

・アンケート結果において良い評価

を得ている。 



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 

Ａ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、事業報告書確認。 

・公園内で開催されるイベント等へ

の協賛、年末年始イルミネーション

点灯等の自主事業を計画どおりに

行っており、サービス水準の向上に

寄与した事業内容であった。 

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 

Ａ 

事業計画書、毎月度都市公園報告

書、利用者アンケート結果。 

・日常生活の憩いの場として公園を

利用できるよう日々運営管理を行

っている。 

・アンケート結果において良い評価

を得ている。 

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  ※２ 

 
Ｂ 

事業報告書確認。 

・過不足が無く、事業収支に差額が

生じていない。 

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 

※３ 
Ｂ 

事業報告書、提出資料確認。 

・事業収支に差額が生じていない。 

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   ※４ 
Ａ 

提出資料確認。 

・経営状況分析指標の各項目におけ

る結果は健全である。 

 

【総評（所管課評価）】 

・事業計画書に適切な運営管理方針が示されており、管理体制及び業務計画に基づき概ね適

正に行われている。 

・利用者からの通報・要望及び自らの巡視点検結果等を元に、管理業務が概ね適切に行われ

ている。 

・担当課と連絡調整を密に図っており業務上の差支えはない。また、公園利用者アンケート

では利用者から概ね良い評価を得ている。 

・自主事業では、公園内イベント開催時の巡視、年末年始のイルミネーション点灯等を積極

的に行い、サービス質の維持・向上及び利用促進に寄与している。今後も利用者増加に向け

た取組みの継続に努められたい。 

合計点 

（ 78 ）点/（ 100 ）点 

×100＝（ 78 ） 

平均点 

（ 3.9 ）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。 

【補足資料】 

 

 



 

※１ 利用状況 

項  目 本年度〔令和２年４～

３月〕 Ａ 

前年度〔令和元年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 － －     －   （％）  

施設利用者数 91,107 人 95,723 人   △4,616、95（％）  

施設稼働率 － －     －   （％）  

事業開催数 243 件 345 件     △102、70（％） コロナウイルス感染症

対策でのイベント中止

のため減少。 

 

 

※２ 事業収支 

（１）収 入 

項  目 本年度〔令和２年４～

３月〕 Ａ 

前年度〔令和元年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 － －     －   （％）  

指定管理料 124,469,180 122,388,450 2,080,730、102（％）  

合  計 124,469,180 122,388,450   

 

（２）支 出 

項  目 本年度〔令和２年４～

３月〕 Ａ 

前年度〔令和元年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 72,900,408 69,858,542 3,041,866、104（％）  

需用費 8,166,506 8,024,124 142,382、102（％）  

消耗品費 2,358,911 2,339,557 19,354、101（％）  

 燃料費 2,044,978 2,049,546 △4,568、100（％）  

修繕費 3,762,617 3,635,021 127,596、104（％）  

役務費 4,491,922 4,570,516 △78,594、98（％）  

通信運搬費 471,234 487,857 △16,623、97（％）  

手数料 3,399,824 3,400,173 △349、100（％）  

保険料 620,864 682,486 △61,622、91（％）  

委託料 9,482,382 8,506,560 975,822、111（％）  

使用料及び賃
借料 

375,444 414,000 △38,556、91（％）  

原材料費 300,049 243,439 56,610、123（％） 突発的な修繕が増え、必

要な原材料が増えたた

め増額。 

備品購入費 210,324 320,539 △110,215、66（％） 前年度、業務上必要であ

った器具を購入したが、

今年度は購入の必要が

無かったため減少。 



負担金及び交
付金 

502,969 660,772 △157,803、76（％） コロナウイルス感染症

対策でのイベント中止

のため減少。 

公課費 116,100 106,700 9,400、109（％）  

研修費 58,051 126,937 △68,886、46（％） 受講者である新規採用

者の人数が、昨年より少

なかったため減少。 

雑費 1,204,858 1,147,079 57,779、105（％）  

諸経費 15,827,669 17,370,120 △1,542,451、91（％）  

光熱水費 10,832,498 11,039,122 △206,624、98（％）  

合  計 124,469,180 122,388,450 2,080,730、102（％）  

 

※３ 経営状況分析指標 

項  目 本年度〔令和２年４～

３月〕 Ａ 

前年度〔令和元年４～

３月〕 Ｂ 

対比 

Ａ－Ｂ、Ａ/Ｂ 

備  考 

① 事業収支 0 0    0、0（％）  

② 利用料金比率 － － － 利用料金制なし。 

③ 人件費比率 0.586 0.571 0.015、103（％）  

④外部委託費比率 0.055 0.070 △0.015、79（％） 緊急的に外部委託

が必要な案件が前

年度より少なくな

ったため減少。 

⑤利用者当たり管
理コスト 

1366 1279 87、107（％）  

⑥利用者当たり自
治体負担コスト 

1366 1279   87、107（％）  

 

①事業収支：（収入－支出）  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、又は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（年度ごと下期に実施し、上期では行いません。） 

項  目 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 備  考 

①自己資本比率 82.1％ 77.9％ 71.5％ 63.8％ 56.5％  

②流動比率 489.5％ 356.7％ 264.1％ 209.8％ 186.6％  

③固定長期適合率 45.6％ 43.8％ 38.9％ 37.8％ 33.5％  

④総資産経常利益率 0.2％ 3.0％ 10.4％ 12.1％ 13.6％  

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する。太枠内に今年度の数値を記載し、左側に過去４年分を記載する。 

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÷総資産×１００  【例】800÷2,000×100＝40.0％ 

②流動比率 

  団体の短期的な支払能力を示す指標。１年以内に現金化できる試算を「流動資産」、１年以内に支払を要する負債を「流動

負債」といい、「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   【例】1,100÷700×100＝157.1％ 

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、又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 【例】900÷（500＋800）×100＝69.2％ 

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÷総資産×１００   【例】200÷2,000×100＝10.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■貸借対照表                   ■損益計算書 
【資産の部】 【負債の部】 

流動資産 

預金        132,395,317 

工事未収入金  284,128,806 

未成工事支出金  7,631,598 

預け金       59,470 

短期貸付金      1,004,000 

仮払金             20,000 

前払費用           90,935 

未収入金           95,905 

貸倒引当金    △1,718,000 

 

流動資産合計  423,708,031 

流動負債 

支払手形     77,550,000 

工事未払金   98,138,094 

未払金        9,047,554 

未払消費税   15,333,200 

未払法人税等 19,748,800 

工事前受金    2,883,080 

預り金        4,417,710 

 

流動負債合計 227,118,438 

 

負債合計    227,118,438 

固定資産 

建物           16,224,797 

建物付属設備      545,845 

構築物            550,999 

機械装置               29 

車両運搬具      3,068,965 

工具器具備品    1,117,862 

土地           64,242,851 

電話加入権        569,318 

ソフトウェア    1,054,000 

投資有価証券    9,924,654 

差入保証金         50,000 

保険積立金        303,103 

長期前払費用    1,019,472 

預託金            220,450 

 

固定資産合計   98,892,345 

 

【純資産の部】 

株主資本  

資本金      36,500,000 

利益余剰金  259,019,093 

 

株主資本合計 295,519,093 

純資産合計  295,519,093 

 

繰延資産 

繰延資産           37,155 

資産合計 

522,637,531 

負債・純資産合計 

522,637,531 

 

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 

 自治会からゴミの回収の依頼があった際は、速やかに対応されたことが確認できる。また、全般的な維持管理におい

ても現地に行き確認するなかで特に不備はなく、市が指導を行うことは特になかった。 

 

６ 利用者アンケートの結果 

（期間：令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31 日、集計枚数：23 枚） 

アンケート調査では、男性が約 2割、女性が約 8 割の回答で、年齢層は 20 歳未満のお子様が特段に多かった。なかで

も、弓ヶ浜公園、湊山公園の利用が多く、各種遊具が人気施設である結果となったため、親子連れで遊ぶ憩い・ふれあ

いの場として多く利用されていると考察できる。 

施設運営、施設設備に関しては、満足寄りの回答が多く、また、施設の総合的な印象も好評の回答が多く、適切な管

理運営がされていると判断できる結果であった。 

 

完成工事高 

完成工事高 

兼業事業売上 

自販機売上 

派遣業務売上 

 

1,199,692,894 

6,988,870 

1,072,825 

828,976 

完成工事原価 

 兼業事業原価 

 完成工事原価 

 

6,942,545 

1,070,011,579 

完成工事総利益 131,629,441 

販売費及び一般管理費  59,773,921 

営業利益金額  71,855,520 

営業外収益  

 

 

受取利息 

受取配当金 

雑収入 

    100,106 

70,000 

  995,455 

営業外費用  

 支払利息 

為替差損 

繰延資産償却 

支払保証料 

雑損失 

    56,575 

128,240 

23,467 

1,828,900 

50,647 

経常利益  70,933,252 

特別利益  

 貸倒引当金戻入益 

特別利益金収入 

850,000 

30,000,000 

特別損失  

 除却損 

貸倒引当金繰入額 

特別損失 

貸倒損失 

     2 

1,718,000 

10,000,000 

2,444,000 

税引前当期純利益  87,621,250 

法人税・住民税及び事業税   26,725,903 

当期純利益  60,895,347 


