
第 26号様式（第 63条関係） 

平成 29年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施 設 名 串良平和アリーナほか６施設 

所 在 地 鹿屋市串良町有里4831番地３外 

指定管理者 

名 称： 串良町体育振興会        

代表者： 会長 森園 一美        

住 所： 鹿屋串良町有里4831番地３    

連絡先： 0994-31-4500          

モニタリングの 

実施経過 

●書類審査（月例及び年度報告書） 

●現地調査 

●事業決算の確認 

●ヒアリング調査 

担当部課 

（問合せ先） 
市民生活部 市民スポーツ課  電話0994-31-1139 内線3591 

 

【モニタリングの総合評価】 

 全体的に、良好な管理運営を行っている。 

 施設の運営に対しては、施設改修に伴い野球場の利用者は減少したが総体的に利用

人数、利用料金は前年度と同水準を維持している。 

また、利用者からの苦情・相談に対しても改善が図られるよう柔軟に対応を行って

いる。 

施設の維持管理については、業務に真摯に取り組み、一定の成果を上げているが、

屋外施設の維持管理に引き続き改善すべき事項が認められる。 

施設の安全対策については、研修の受講や訓練の実施、緊急時の対策マニュアルの

作成、職員の指導により、利用者が安心して施設を利用できる環境づくりに努めてい

る。 

 

【今後の業務改善に向けた考え方】 

≪指定管理者が実施・検討する事項≫ 

・芝の回復及びクレイ部分の維持管理の充実 

・メリケントキンソウ対策への継続的な取組 

≪施設所管課が実施・検討する事項≫ 

・老朽化した施設の計画的な修繕、整備 

・施設の程度、利用の実態に即した料金体系の検討。 

 

 

 

 

 

 

 



⑴基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮） 

①合目的性・公平性・効果性 

○利用者数及び利用料金については、平成28年度と比較して、野球場の改修により使

用不可期間があったものの同水準を保っている。これは、アリーナの利用が増えた

こと、屋内ゲートボール場の運動会等による利用が増加したことなどが要因である。 

施設 
平成29年度 平成28年度 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

アリーナ 55,838 3,207,377 49,777 2,908,214 

トレーニング室 8,702 898,220 9,065 874,250 

陸上競技場 15,422 230,003 17,614 207,680 

テニス場 10,429 1,680,285 11,541 1,937,705 

屋内ゲートボール場 5,718 75,840 3,844 25,866 

多目的野球場 3,964 14,445 7,896 68,175 

屋内練習場 10,124 1,395,350 13,288 1,510,050 

投球練習場 1,750 101,400 1,678 82,800 

合計 111,947 7,602,920 114,703 7,614,740 

○利用者から改善要望が寄せられていた窓口対応については、窓口対応者の数を限定

するなど体制を見直し、改善を図っている。また、利用者からはトレーニング機器

の更新や、血圧計の設置など、施設所管課が対応すべきものも寄せられている。 

○指定管理者名や連絡先、料金等の表示を行い、利用者の利便性の向上に努めている。 

⑵業務内容 

①機能性・独創性（事業への具体的な取組み方） 

○施設の清掃・点検を毎日実施し、施設の美化に務めている。また、週３回は清掃業

務をシルバー人材センターに委託するなど、業務の効率化を図っている。 

○メリケントキンソウについては、除草剤散布等による駆除を実施し、効果が表れて

いるが、良好な施設環境の維持のために、継続的な取組が必要である。 

○芝内の裸地部分に関しては、目土や肥料の散布、芝の張り替えや必要に応じて利用

制限をかけるなどして、芝回復のための取組を行っている。 

○グラウンド整備については、大会利用前を原則として実施している。また、クレイ

グラウンド利用後は、基本的に利用者が整地を行った後、指定管理者により整地・

清掃を行うことにより、適切な施設提供に心がけている。 

②責任性・実行性（施設の運営体制や組織） 

○ミーティングを毎朝実施し、当日の作業内容の打合せ及び進捗確認を行っている。 

○平成29年度は、夏季に短期の作業員を雇用する計画があり、更なる良好な施設環境

づくりを図る予定である。 

③明瞭性・規律性（適正な事務や経理） 

○会計事務は、会計主任が主として行うが、印鑑や通帳は業務主任が管理するなど、

適切な事務の執行に心がけている。 

○申請書等の個人情報は、ロッカーに鍵をかけて保管している。また、個人情報の記

載された廃棄書類は、シュレッダー処理するなど個人情報の漏洩防止に注意してい

る。 



④安全性（安全管理・緊急時等の対応） 

○年２回の消防訓練を実施し、消防署立会いのもと、避難路及び消防設備の確認を行

っている。また自主的に消化栓や消火器等の防災設備の点検確認を行い、利用者の

安全に配慮している。 

○緊急連絡網及び緊急時対応マニュアルを整備し、有事の際に備えている。 

⑤社会性（環境等への配慮） 

○環境への配慮として、節電・節水に努めているほか、ゴミの分別・リサイクル・裏

紙の再利用に取り組んでいる。 

⑶事業収支 

①経済性 

○月例報告及び年度報告書から、管理経費は効率的、効果的に使用していると判断で

きる。 

○利用者数の増加に伴い、使用料収入は増加している。 

⑷団体の経営状態 

①経営の健全性 

○財務諸表等会計関係書類及び過去の実績から経営について問題ないと判断する。 

 



第 27号様式（第 63条関係） 

施 設 概 要 調 書 

１ 施設の概要 

施 設 名 
串良平和アリーナほか６施設 

所 管 課：市民スポーツ

課 

所 在 地 鹿屋市串良町有里4831番地３外 設置年月日：平成５年 

設 置 目 的 市民の健康増進やスポーツの普及発展と体力の向上、各種行事やレ

クリエーション等の憩いの場に供する。 

設置の根拠 

（法令、条例等） 

鹿屋市都市公園条例、鹿屋市都市公園条例施行規則、鹿屋市平和公

園体育施設管理規則 

施設の概要 設備の概要 敷地面積 68,277㎡ 

延床面積 22,264㎡ 

《有料》条例に基づき使用料を徴収 

事 業 概 要 （１）施設の維持管理業務 

（２）施設等使用許可、利用料金の徴収及び減免 

２ 経営分析評価指標 

①事業収支 852,279円 ④外部委託費比率 28.1％ 

②利用料金比率 23.6％ ⑤利用者あたり管理運営コスト 279.9円/一人 

③人件費比率 28.1％ ⑥利用者あたり自治体負担コスト 217.1円/一人 

※ 少数点第２位四捨五入 

３ 運営状況 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

開館日数 359日 359日 

開館時間 午前8時30分～午後10時 午前8時30分～午後10時 

事業開催   

４ 利用実績 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等 

利用回数 

アリーナ   

トレーニング室   

多目的野球場   

屋内ゲートボール場   

陸上競技場   

テニス場   

屋内練習場   

投球練習場   

計  12,727 

施設利用 

人数 

アリーナ  55,838 

トレーニング室  8,702 

多目的野球場  3,964 

屋内ゲートボール場  5,718 

陸上競技場  15,422 

テニス場  10,429 

屋内練習場  10,124 

投球練習場  1,750 

計  111,947 

合 計 
利用回数  12,727 

利用人数  111,947 



５ 事業収支                        （単位：千円） 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等利

用収入 

アリーナ  3,208 

トレーニング室  898 

多目的野球場  14 

屋内ゲートボール場  75 

陸上競技場  230 

テニス場  1,681 

屋内練習場  1,396 

投球練習場  101 

計 4,000 7,603 

指定管理料 25,663 24,307 

その他収入 778 276 

繰越金   

収入計（Ａ） 30,441 32,186 

人件費 7,220 8,831 

光熱水費 309 9,355 

修繕料 2,616 758 

管理費 10,221 2,371 

委託料 9,184 8,821 

租税 891 763 

その他  435 

支出計（Ｂ） 30,441 31,334 

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 852 

 

 

 

 

 



第 28号様式（第 63条関係） 

指定管理者自己評価表 

平成 30年 ６月 １日 

 

指定管理者  串良町体育振興会        

 

施 設 名 平和公園体育施設等        

 

確認事項 自己評価 

履行 

確認 
１ 協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理運営を行っているか 

３・２・１ 

執 

行 

体 

制 

２ 人員の配置が適切であるか 
３・２・１ 

３ 従業員に対し、業務に必要な研修や教育を適切に行っているか 
３・２・１ 

４ 就業規則等を遵守し、雇用者の労働環境を確保しているか ３・２・１ 

５ 個人情報の取扱いは適切に行っているか 
３・２・１ 

安

全

対

策 

６ 危険箇所の把握及び点検を行い、利用者等の安全安心に努めている

か 

３・２・１ 

７ 防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であるか（緊急連絡網や初

動対応要領の作成等） 

３・２・１ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 
質 

８  親切丁寧な接客に努めているか ３・２・１ 

９ 利用者からの苦情等に対し適切に対応しているか 
３・２・１ 

10 特定の者に有利又は不利な取扱いをしていないか 
３・２・１ 

11 サービス向上及び利用促進のための取組を行っているか 
３・２・１ 

報
告
事
項 

12 利用者の満足度調査（聞き取りを含む）等を行っているか 
３・２・１ 

13 施設の破損及び異常について、速やかに対応し、市へ報告している

か 

３・２・１ 

経
営
状
況 

14 利用者数や稼働率等は適切な水準であるか 
３・２・１ 

15 事業収支は妥当であるか 
３・２・１ 

総 合 

評 価 

(所感) 

体育機器整備、日常清掃、施設整備を中心に管理の徹底を図ってまいりました。体育機

器整備は機器保守点検を業者へ委託し、異常の有無の確認を行いました。 

各施設が公園内に立地しているため、公園内の美化活動にも尽力してまいりました。 

 今後とも、快適に施設利用をしていただけるよう自主事業・施設管理ともに利用者の

要望やニーズをしっかりと分析しサービスの向上に努めてまいります。 

【自己評価の採点基準】「３」･･･優 「２」･･･良 「１」･･･可 
※ 総合評価（所感）の欄には、年間を通した指定管理業務において評価できる点や改善点・

反省点を踏まえた所感を記載すること。 

 


