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指定管理者による公の施設の管理運営状況 

平成 29(2017)年度 

施設名 とちぎ健康づくりセンター・とちぎ生きがいづくりセンター 

施設所管課 保健福祉部保健福祉課、高齢対策課、健康増進課 

指定管理者 社会福祉法人とちぎ健康福祉協会（法人番号2060005000772） 

指定期間 平成26(2014)年4月1日～平成31(2019)年3月31日 

 

１ 施設の概要 

施設所在地 宇都宮市駒生町3337-1 栃木市神田町9-40 矢板市矢板54 

施設の概要 

 

 

 

 

とちぎ健康づくりセンター・ 

とちぎ生きがいづくりセンター 

とちぎ生きがいづくりセ

ンター県南支所 

 

とちぎ生きがいづくりセ

ンター県北支所 

 

① 敷地面積：196,190㎡ 

② 建物面積 

 本館：22,976㎡ 

 車庫棟：1,767㎡ 

 陶芸教室棟：459㎡ 

③ 施設 

（とちぎ健康づくりセンター） 

温水プール、多目的運動フロア、

会議室、トレーニング室、エアロ

ビクススタジオ、ランニングデッ

キ、栄養指導室 

（とちぎ生きがいづくりセンター） 

講堂、教室、演習室、和室、多目

的ホール、テニスコート、陶芸棟 

① 敷地面積：4,700 ㎡ 

② 建物面積 

 本館：1,315 ㎡ 

 講堂兼体育館：583 ㎡ 

③ 施設 

図書・情報コーナー、講

堂兼体育館、教室、演習

室、和室、屋外運動場 

 

 

① 敷地面積：5,300 ㎡ 

② 建物面積 

 本館：1,552 ㎡ 

 多目的ホール：298 ㎡ 

③ 施設 

情報提供コーナー、多目

的ホール、教室、演習室、

和室 

 

 

業務内容 

 

 

 

① とちぎ健康づくりセンター 

・センターの施設の維持管理に関すること 

・センターの利用に係る事務（有料施設等の許可に関するものを含む。）に関すること 

・センターの運営に関すること 

② とちぎ生きがいづくりセンター（支所を含む） 

・センターの施設の維持管理に関すること 

・センターの運営に関すること 

 

２ 収支の状況 

 平成 29(2017)年度                                                            （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料 460,800  

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費 89,243 

 利用料金収入 70,042  管理運営費 338,542 

 その他収入※１ 16,663  人件費 153,400 

   その他支出※１ 14,178 

 合計 547,505  合計 595,363 

指定管理業務収支差額① ▲47,858   

自主事業 9,142  自主事業 7,464 

自主事業収支差額② 1,678   

収支差額（①＋②） ▲46,180   

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 

水道光熱費等弁償金 16,663千円 

 

 

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

租税公課 14,178千円 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 
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 平成 28(2016)年度（前年度）                                                   （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料 461,314  

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費 49,176 

 利用料金収入 69,288  管理運営費 307,569 

 その他収入※１ 17,619  人件費 145,602 

   その他支出※１ 12,935 

 合計 548,221  合計 515,282 

指定管理業務収支差額① 32,939   

自主事業 10,003  自主事業 8,139 

自主事業収支差額② 1,864   

収支差額（①＋②） 34,803   

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 

水道光熱費等弁償金 17,619千円 

 

 

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

租税公課 12,935千円 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 

 

３ 利用状況 

施設名 項目 平成28(2017)年度 

(前年度) 

平成29(2018)年度 

とちぎ健康づくりセン

ター 

 

 

 

 

 

 

施設利用講習 2,835人 2,634人 

体力測定 423人 327人 

講座 1,676人 931人 

健康相談 2,801人 2,968人 

プール・トレーニングルーム・ラ

ンニングデッキ 

80,056人 81,879人 

運動フロア 1,456時間 1,763時間 

エアロビクススタジオ 1,438時間 1,369時間 

大会議室 1,423時間 1,424時間 

小会議室 1,256時間 1,209時間 

多目的フロア 2,730時間 2,944時間 

とちぎ生きがいづくり

センター 

テニスコート 3,241人 3,119人 

講堂 729時間 711時間 

教室 2,120時間 1,940時間 

演習室 800時間 1,014時間 

和室 188時間 147時間 

多目的ホール 402時間 335時間 

とちぎ生きがいづくり

センター県南支所 

講堂兼体育館 2件 3件 

教室 571時間 560時間 

演習室 0件 0件 

和室 154時間 184時間 

屋外運動場 0件 0件 

とちぎ生きがいづくり

センター県北支所 

多目的ホール 153時間 166時間 

教室 1,110時間 1,131時間 

演習室 49時間 111時間 

和室 0時間 0時間 
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４ サービス向上に向けた取組 

（とちぎ健康づくりセンター）  

・施設利用環境の整備 

・施設物品、貸出物品の充実 

・情報提供及び広報活動の推進 

・魅力のある集団指導、講座の開催 

 

（とちぎ生きがいづくりセンター）  

・市町職員及び卒業生との意見交換会の実施 

・同窓会活動に関するカリキュラムの充実 

 

５ 利用者意見への対応 

 利用者意見の把握方法 

（とちぎ健康づくりセンター）  

・とちぎ健康づくりセンター利用者を対象としたアンケートの実施による把握 

① 調査年月  平成29(2017)年9月1日～9月30日 

        平成30(2018)年2月1日～2月28日 

② 調査対象者 会議室等利用責任者とプール等の運動施設利用者ごとに、設問の内容を一部変え

て実施した。 

③ 調査方法  アンケート用紙配布による調査（回答者数1,098名 回収率99％） 

④ 調査結果  施設の貸出及び利用サービスについて、「とても満足」「満足」と答えた人は、

全体の74.1％を占めている。プール・トレーニング室等運動施設では79.3％と、昨

年度同様、満足度は高水準を維持している。 

当施設を選んだ理由としては、貸出施設では「料金」、「利用時間」、「交通の

便」、運動施設では「料金」に関心が持たれている。 

・利用者意見箱「お客様の声」の設置（結果については「主な利用者意見」を参照。） 

・電話、口頭、メール等による意見等の受付 

 

（とちぎ生きがいづくりセンター）  

・シルバー大学校生を対象としたアンケートによる把握 

 ① 調査年月  平成29(2017)年4月～平成30(2018)年3月 

 ② 調査対象者 第 39 期生(1 年次) 475 名 

第 38 期生(2 年次) 502 名 計 977 名 

 ③ 調査方法  アンケート用紙配布による調査（回答者数 854名 回収率87.4％） 

 ④ 調査結果  カリキュラムについて、「良い」「普通」と答えた人は、全体の 95％を占めてお

り、カリキュラムに概ね満足していることがうかがえる。 

 主な利用者意見（苦情・要望）  対 応 

（プール・トレーニング室について） 

・プールの更衣室の床がぬれている。 

 もっと利用者に床を拭くように注意すべきである。 

 

・更衣室内に注意を掲示し、スタッフが巡回

時にモップで清掃をしている。さらに清掃

スタッフが1日2回清掃するようにした。 

 主な利用者意見（積極的評価） 

（会議室等の利用者の積極的評価） 

・様々な融通、配慮に感謝しております。 

・いつも対応良く気持ちよく利用させていただいております。 

（プール、トレーニング室等の利用者の積極的評価） 

・いつもスタッフが笑顔ですばらしいです。 

・気分のリフレッシュに最適です。気持ちよく使えています。 

 

６ 指定管理者による自己評価 

 成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組 

（とちぎ健康づくりセンター） 

・運動の安全性・有効性や生活習慣病予防、介護予防に関するもの、親子で楽しく健康づくりを学べる

ものなどの講座を開催し、健康づくりのための運動習慣の動機づけを行った。 
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・老朽化した案内板の更新を行い、利用者がより施設を利用しやすくなるようにした。 

・貸出施設やプール、ウォーキングコース等の利用者が安全に安心して利用できるよう、施設内外の設

備整備及び環境整備を行い、施設の維持管理に努めたほかテニスコートやウォーキングコース等の利

用者が清涼効果を得られるよう夏場ミストシャワーを設置した。 

・正面玄関ホール内に、体脂肪や血圧など誰でも気軽に測定できるコーナーを整備したほか、健康情報

を提供するパネルを設置し、健康づくりへの関心を高めた。 

・毎月第3日曜日の家庭の日に、親子ふれあい支援事業として運動フロアの無料開放を行い、家族との

交流の場を提供した。 

・運動用具を持参せずとも気軽に運動できるよう、貸出物品を用意し、利便性の向上に努めた。また、

延長コードやケーブルの他、お茶セット、文具セット等の会議用物品の貸出サービスも行った。 

・貸出施設の利用者に対し、コピー及びFAX送信サービスを行った。 

 

（とちぎ生きがいづくりセンター） 

・平成26（2014）年度から引き続き、授業に対するアンケートを実施し、学生の評価及び意見を反映さ

せたカリキュラム編成に向けて、学生からの意見を収集した。また、1年次のカリキュラムに同窓会

活動の説明を受ける授業を組み込み、在校生及び卒業生に対する活動支援を推進した。 

・教務部長会議（4回）を開催し、栃木県シルバー大学校の設置目的に沿った魅力あるカリキュラムの

編成に努めた。 

・早期から各広報媒体による学生募集周知、学校説明会(各校2回計6回)を開催した。また、県民の日協

賛事業の一環として、公開講座を実施し、入学希望者を含め県民に対する周知に努めた。 

・栃木県シルバー大学校運営委員会を開催し、シルバー大学校の運営状況等を説明し、よりよい運営に

努めるため、各委員との間で様々な意見交換を行った。委員から卒業後の活発な地域活動を期待する

意見が多くあげられた。 

管理運営状況・事業実績 ※指定管理者が独自に設定 

（とちぎ健康づくりセンター） 

指定管理者として、県民一人ひとりの健康づくり実践活動の推進を目的とし、自主的な健康づくりを

その動機づけから実践まで総合的に支援し、県民の健康づくりに寄与した。 

平成29（2017）年度においては「とちぎ健康21プラン（2期計画）」の4つの基本方向や「健康長寿と

ちぎづくり県民運動」における重点プロジェクトの趣旨に沿った事業を展開した。 

同時に、幅広く広報活動を行い、利用率のさらなる向上を図るとともに効率的な運営に努めた。 

・施設利用講習 

施設利用に当たっては、施設利用講習を受講することとし、安全で効果的な運動実践のきっかけづ

くりや運動習慣化につなげるための説明及びトレーニング講習を行い、大人2,471人、小人163人、合

計2,634人の受講者があった。 

また、施設利用カードに3年の有効期限を設け、更新時に健康状態の確認を行い、必要な者には保

健師等による面接を徹底した。 

・体力測定 

  利用者が自分の体力を知り、安全で効果的な運動実践ができるよう、希望する者に体力測定を実施

した。 

・運動実践メニューの作成 

  体力測定受検者のうち、希望する者には個人の目的や健康状態に応じて運動実践メニューを作成し

、健康づくりを効果的・効率的に継続実施できるよう支援した。 

・健康づくり相談等 

  施設利用者及び県民を対象に、運動・栄養・休養等の個別相談指導を行った。さらに、協力機関の

栃木県保健衛生事業団と連携し、医師による健康相談や県民の日協賛イベントを開催した。 

・施設利用指導 

  施設利用者を対象に、温水プール、トレーニング室、ランニングデッキ及びリラクゼーションルー

ムの施設利用指導を行った。また小人が利用するプールでの監視を強化し、安全に利用できるよう努

めた。 

・健康づくり講座 

  運動の安全性・有効性や生活習慣病予防、介護予防に関するもの、親子で楽しく健康づくりを学べ

るものなどの講座を18種類104回開催し、健康づくりのための運動習慣の動機づけを行った。 

  また、体組成測定や活動量チェックを行う簡易測定を昨年度から引き続き実施した。 
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・集団指導 

運動の継続的な実践を目的に、施設利用料金の中で参加できる集団指導を、年間を通して22種目648回

実施した。 

・市町等支援 

  市町の健康づくり事業支援及び各種団体等からの要請に応じ、講師として職員を派遣した。 

・施設の利用状況 

  集団指導、プール・トレーニング室利用者が増加し、昨年度比923千円の増収となった。 

・施設等の維持管理 

  173件、総額46,300千円の施設設備修繕を実施した。昨年度に比べて修繕件数が6件の増となった。 

  防災については、防災訓練や、健康の森管理運営連絡会議を開催し、各団体間の共同防火管理体制

の強化に努めた他、非常食の備蓄を行い災害時の対応に備えた。 

・省エネルギー対策  
   昨年度から引き続き、事務室等の照明を一部蛍光灯から LED に交換し、さらに廊下や事務室の照明

の間引き点灯を実施し、省エネルギーを心がけた。 
・ 個人情報の管理  

  個人情報については、その取り扱いに十分配慮し、適正な維持管理に努めた。 

 

（とちぎ生きがいづくりセンター） 

高齢者の健やかで生きがいのある人生を支援し、活力ある地域社会を築くため、積極的に地域活動

を実践する高齢者の方々を養成することを目的に設置・運営している。 

・利用者の声 

利用者(学生)からの意見・要望については、各校窓口において、都度、対応しているが、平成29

（2017）年度において、学校運営やカリキュラムに対する大きな苦情等は寄せられなかった。 

・入学者数 

平成29（2017）年度入学の第39期生について、より多くの入学者数の確保に努めたが、定員の87

％にあたる485名であった。 

なお、我が国の高齢化率は27.3％と過去最高を更新し、社会における高齢者の役割はさらに高まっ

ている。今後も引き続き、団塊世代等の入学者の確保に努め、活力ある地域社会の構築に努めていく

。 

 

5 年間の入学者数の推移（定員 560 名） 

H25(2013)年度 

第 35 期生 

H26(2014)年度 

第 36 期生 

H27(2015)年度 

第 37 期生 

H28(2016)年度 

第 38 期生 

H29(2017)年度 

第 39 期生 

587 名 

(647 名) 

556 名 

(615 名) 

533 名 

(551 名) 

551 名 

(568 名) 

485 名 

(515 名) 

  ※( )内数字は応募者数 
 

  今後改善・工夫したい事項 

（とちぎ健康づくりセンター）  

・施設の経年劣化による大規模な修繕への対応 

 

（とちぎ生きがいづくりセンター）  

・団塊世代等の入学者の確保 
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７ 所管課室による評価 

項目 評価の内容 確認内容・所見等 評

価 

１．住民の平

等利用の確

保 

① 住民の平等利用が確保されたか。 

 

健康づくりセンターの利用許可は原則と

して先着順、また、生きがいづくりセンタ

ーのシルバー大学校の入学者の決定は原

則として抽選によるなど、公正・公平な方

法で利用者を決定しており、平等利用は確

保されている。 

 

Ｃ 

② 使用許可に関する権限が適正に行

使されたか。 

 

条例・規則等に基づき手続きが行われてお

り、適正な管理が行われている。 Ｃ 

③ 高齢者、障害者等に対する配慮は

なされたか。また、平等利用が確

保できない場合の対応は適切か。 

（健康づくりセンター） 

高齢者や障害者の利用に際しては、スタ

ッフによる見守りを強化するなど適切な

配慮がなされている。 

（生きがいづくりセンター） 

身障者用トイレ、スロープ、エレベータ

ーを設置しており、高齢者、障害者等に

配慮した環境が整っている。また、身障

者の受け入れ実績があり、平等利用は確

保されている。 

 

Ｃ 

２．施設の効

用の最大限

発揮 

① 施設の設置目的に沿った業務実施

がなされたか。 

利用実績やアンケート結果等から、施設の

設置目的に沿って業務が適正に実施され

た。 

 

Ｃ 

② 施設の利用促進、県民サービスの

向上が図られたか。 

利用者の意見に速やかに対応するなど、県

民サービスの向上が図られた。 

施設利用者及び健康づくり講座受講者も

着実に増加しており、施設の利用促進が図

られた。 

 

Ｂ 

③ 利用者満足度を把握し、満足度の

向上が図られたか。 

利用者アンケートを実施し、利用者の満

足度を把握しており、またその結果から

利用者の満足度は概ね向上している。 

 

Ｃ 

④ 利用者からの意見、苦情に対して

適切な対応がなされたか。 

 

利用者アンケートの実施や意見箱の設置

等に寄せられた意見、苦情に対して指定

管理者が対応できる事項については速や

かに対策を講じており、適切な対応がさ

れている。 

Ｂ 

⑤ 施設、設備、備品の維持管理や安

全管理は適切になされたか。 

施設、設備、備品の定期点検を行い、不

備があった際は指定管理者が対応できる

範囲で速やかに対応しており、適切な対

応がされている。 

 

Ｂ 
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⑥ 指定管理者の創意工夫により業務

改善等がなされたか。 

（健康づくりセンター） 

利用者の利便性向上を図るため、自主事

業として、スポーツ物品や会議室物品の

貸出等を実施しており、業務改善が認め

られる。 

（生きがいづくりセンター） 

授業アンケートを実施し、学生の評価及

び意見を反映させたカリキュラム編成に

向けた取組が進められた。 

情報スペースを活用し、学生が実践した

地域活動等を積極的に発信しており、学

生の能力・意欲の向上等に繋げている。 

 

Ｂ 

３．管理を安

定的に行う

物的人的基

礎 

① 組織体制は適正か。 

 

管理執行体制等により確認したところ、組

織体制は適正であった。 
Ｃ 

② 収支は適正でバランスがとれたも

のか。 

事業報告書、収支決算書等により確認した

ところ、事業費等が過大であったが、収入

の増加も見られた。 

Ｄ 

③ 経費の縮減に取り組まれてきたか

。 

事業報告書、収支決算書等により確認した

ところ、縮減に取り組んでいる経費も見ら

れたが、収入増加に向け、経費を追加した

部分が見られた。 

Ｃ 

④ 人材育成は適切に実施されている 

か。 

（健康づくりセンター） 

職員の業務内容に応じた研修が計画的に

実施されており、人材育成は適切に実施

されている。 

（生きがいづくりセンター） 

明るい長寿社会づくり推進機構開催研修に

参加し、資質の向上に努めている。また、新

任者向けに勉強会を開催し、運営等の円滑

化を図っている。 

Ｃ 

⑤ 危機管理体制（事故、緊急時の対

応）は確保されているか。 

入居団体との連絡調整や併設施設との緊

密な連携のもと、防火・防災・防犯対策

等を講じており、危機管理体制は確保さ

れている。 

Ｃ 

⑥ 県や関係機関との連携体制は確保

されているか。 

 

県、関係機関を含めた緊急時の連絡体制

一覧を作成・共有しており、連絡体制は

確保されている。 

Ｃ 

４．個人情報

保護 

① 個人情報の保護についての措置が

計画どおり実施されているか。 

 

「個人情報の保護に関する要綱」を定め、

取り扱いに十分配慮し、適正な維持管理に

努めている。 

Ｃ 

② 情報公開は適切になされているか。 

 

「情報公開に関する要綱」を定めているが、当

該年度における開示請求はなかった。 
Ｃ 

５．その他 

 

① 設の特性にふさわしい自己評価が

なされているか。 

 

利用者アンケート等の結果に基づき、指定

管理者が対応できる事項については速や

かに措置を講じるなど、適正な自己評価が

されている。 
 

Ｃ 
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② 自主事業が計画どおりに実施され

ているか。 
スポーツ物品や会議物品の貸出、コピー

サービス、自動販売機の設置等概ね計画

どおりに実施されていた。 

Ｃ 

③ イベント等を実施している場合は、地

域との連携が図られているか。 

エントランスホールにおいて作品を公募

しての写真展を開催しており、地域住民

等も訪れている。 

 

Ｃ 

④ 環境への配慮（騒音・光害対策、

ごみ削減等）がなされているか。 
事務室等の照明を一部ＬＥＤに交換、照

明の間引き点灯等により、省エネルギー

に取り組んでおり、環境への配慮をして

いる。 

Ｃ 

⑤ その他管理運営上の特記事項 （健康づくりセンター） 

栃木県保健衛生事業団と連携し、医師に

よる健康相談等を開催している。 

（生きがいづくりセンター） 

・地域での普及が期待できる「ふまねっと

運動」の普及に向けた支援を行った。 

・在校生及び卒業生を対象に、関心が高い

高齢者向けの交通安全教室を開催した。 

Ｃ 

総合的な評価 

・管理運営全般に関して、適正に執行されていると認められる。特に、施設の老朽化に伴う必要な修繕・

メンテナンスを適切に行うなど、施設の安定的な運用に努めている。 

・情報適用、広報活動の推進を積極的に行っている。 

 

  ※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。 

     Ａ：事業計画に対して極めて優れた取組となっている。 

     Ｂ：事業計画に対して優れた取組となっている。 

     Ｃ：事業計画どおりの取組となっている。 

     Ｄ：事業計画に対して劣る取組となっている。 

     Ｅ：事業計画に対して極めて劣る取組となっている。 


