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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

栃木県総合運動公園施設名

県土整備部都市整備課施設所管課

公益財団法人栃木県民公園福祉協会（法人番号9060005007605）指定管理者

指定期間 平成27（2015）年４月１日～平成32（2020）年３月31日

１ 施設の概要

宇都宮市西川田４－１－１施設所在地

． （ 。）施設の概要 ① 指定管理者による管理面積 ４０ ７ｈａ とちのきファミリーランドを除く

② 主要な施設

陸上競技場、補助競技場、野球場、軟式野球場、水泳場、テニスコート、

サッカーラグビー場、相撲場、トレーニングセンター、合宿所、

水生植物園、中央広場等

① 公園の維持管理に関する業務業務内容

② 有料公園施設の利用の許可に関する業務

③ 公園の運営に関する業務

２ 収支の状況

平成 年度 （千円）29（2017）

収入 支出

指 １４８，７３９ 指 ０指定管理料 事業費

定 ０ 定 １０１，２６４利用料金収入 管理運営費

管 ２，００１ 管 ４５，６５１その他収入 人件費※１

理 理 ６，２９１その他支出※１

１５０，７４０ １５３，２０６※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲２，４６６

自主事業 ８０，６４４ 自主事業 ８０，３０９

自主事業収支差額② ３３５

▲２，１３１収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・利息 １千円 ・租税公課費 ６，２９１千円

・雑収入 ２，０００千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。

平成28（2016）年度（前年度） （千円）

収入 支出

指 １５２，６５３ 指 ０指定管理料 事業費

定 １，８７６ 定 １１８，９７９利用料金収入 管理運営費

管 ４９３ 管 ３５，７４３その他収入 人件費※１

理 理 ６，２０６その他支出※１

１５５，０２２ １６０，９２８※２ ※２合計 合計

指定管理業務収支差額① ▲５，９０６

自主事業 ８３，２７７ 自主事業 ８１，１２５

自主事業収支差額② ２，１５２

▲３，７５４収支差額（①＋②）

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 備考（※１ その他支出の主なものを記載）

・利息 １千円 ・租税公課費 ６，２０６千円

・雑収入 ４９２千円

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。
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３ 利用状況

平成28 年度 平成29（2017）年度（2016）

公園利用者 ６９６，８７４人 ６８０，２５７人

平成28 年度 平成29（2017）年度施 設 名（利用料金施設） （2016）
※２水泳場（７、８月の個人利用） １５，２６２人 ０人
※２合 計 １５，２６２人 ０人

平成28 年度 平成29（2017）年度施 設 名（使用料施設） （2016）

陸上競技場（団体） ４６，６７８人 ５２，４９８人

陸上競技場（個人） １３，５３８人 ８，８１５人

補助競技場（団体） ３１，９８７人 ４６，５００人

補助競技場（個人） ４，０２３人 １，８２２人

野 球 場 ６０，３６６人 ５６，７５３人

軟式野球場 ２９，６６９人 ２８，６６６人
※１ウォームアップ場 ― ２，７６４人

サッカー場 ０人 ４，２６０人※２

ラグビー場 ０人 １，５４５人※２

テニスコート ６５，５９２人 ６２，２２６人
※２水泳場（団体） １，３５０人 ０人

水泳場（個人） ７０５人 １，６３３人

合 宿 所 １，７３５人 ８１１人

トレーニングセンター（団体） ３１，３９４人 ３３，３１５人

トレーニングセンター（個人） ２４，９１９人 ２３，８９６人

相 撲 場 １，８２２人 ６６１人

合 計 ３１３，７７８人 ３２６，１６５人

※１ 平成29（2017）年度利用開始

※２ 改修工事のため

４ サービス向上に向けた取組

(1) 利用者満足度を高める管理運営

・開園前と開園中の巡回清掃を強化し、各施設、トイレ等の清潔感を高めた。

・ホームページに運動施設の予約状況を掲載し、利用しやすい環境を整えた。

・積雪によるテニスコートの利用不能日を短縮するため速やかに除雪を行い早期利用に努めた。

・園路の除雪を速やかに実施し利用者の安全通行を確保した。

・サッカーラグビー場の目地部が管理開始時から低かったため、重点的に覆土を実施し芝生の育

成促進を図った。

(2) 地域活動拠点として地域とともに生きる公園づくり

・公園利用者からの要望や地域との連携などを協議する機関として「総合運動公園連絡協議会」

を開催し、地域に根ざした公園づくりと地域との連携を図った。

・地域住民の雇用や地元業者の活用を図った。

・地域のボランティアによる落ち葉さらいなど、地域住民と密着した公園管理を行った。

(3) 効率的・安定性のある管理運営

・慢性的な駐車場不足のため、県と協議し、機動隊敷地や競馬場駐車場跡地などを借り、混雑時

には駐車場として開放した。

、 。・駐車場警備員の稼働日数及び人員を増やし 利用者が安全かつ速やかに駐車できるよう努めた

・公園利用者の安全を第一に考え、危険性のある箇所の早期発見・早期改善を実践した。

・ご意見箱、電話、メール等により利用者の意見を受け付けている。

・スポーツ教室開催時にアンケートを実施した。
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・苦情内容等を全従業員に周知・徹底し、原因究明と再発防止に向けて取り組んだ。

・公園管理運営士など公園管理運営技術に関する有資格者を配置した。

・災害発生時のマニュアルを作成し、来園者の避難誘導等安全確保に努めた。

・巡回による安全確保と防犯を徹底した。

・ホームページ、マスコミへの情報提供、各種パンフレット等によりＰＲ、利用促進を図った。

・公園内の掲示板により、常に旬の情報を提供した。

・公園事務所と協力して桜の衰退度調査を行い、危険枝等を選定除去し安全を確保した。

(4) 施設利用提供の実施計画

・年間を通じて管理事務所を開所している。

・駐車場開閉時間に合わせ、開園時間を延長している。

・大会利用時には、利用者の希望に合わせて、利用時間前の利用等利便性を図った。

５ 利用者意見への対応

利用者意見の把握方法

・管理事務所等に意見箱を常時設置し、ご意見票を回収

回収件数 ８１件

主なご意見票の項目 良い 良い方 あまり良くない 悪い

公園内はきれいでしたか ４１．４％ ４５．７％ ７．２％ ５．７％

公園の管理状況はいかが ４３．１％ ４９．２％ ４．６％ ３．１％

でしたか

花壇や樹木などの植物の ５０．８％ ４４．４％ １．６％ ３．２％

管理状態はいかがでした

か

スタッフの対応はいかが ５２．４％ ３９．７％ ４．８％ ３．１％

でしたか

・ホームページで意見・要望を受付

・近隣の自治会等と構成する総合運動公園連絡協議会を開催して意見・要望を聞き取り

・各種スポーツ競技団体からの意見・要望を聞き取り

主な利用者意見（苦情・要望） 対 応

・中央広場の噴水を再開してほしい。 ・噴水を再開した。

・犬の糞の始末が不十分で、園路や芝や花壇に糞が残 ・犬の散歩をしている人へ、園内放送及び

っている。 看板で注意を呼びかけるとともに、巡回

時にも注意を行った。

主な利用者意見（積極的評価）

・スタッフの対応が優しかった。

・散歩していて園内の緑の木々で四季が伝わってきた。

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

・運動施設の予約状況や空き状況をリアルタイムで更新するようにし、利用者への情報伝達スピー

ドを高め、利便性を向上させた。

・大規模な大会時には、駐車場が満車となり周辺道路の混雑が著しかったが、臨時駐車場を確保す
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るとともに、警備員を大幅に増員したことにより、混乱の軽減を図った。

・各種スポーツ教室を開催することにより、県民がスポーツを始めるきっかけづくりを行った。

・大会利用時には、利用者の希望により利用開始時間を早めるなど、利用時間の拡大を行い、利便

性を高めた。

・一括契約、一括購入により経費節減を図った。

・高木の樹形に合わせた剪定、松食い虫防除の定期的な薬剤注入など、自然環境の保護・保全を図

った管理を行った。

・作業機械の取り扱い講習、普通救命講習、接遇研修等を従業員に受講させ、スキルアップを図っ

た。

、 、 、 。・公園内の巡回や施設の日常点検を行い 危険箇所 不具合箇所を早期発見し 早期対応している

・総合スポーツゾーン整備工事に伴い発注者・請負業者と協議し、案内看板設置・注意喚起を行い

利用者の安全確保に努めた。

※指定管理者が独自に設定スポーツの振興に資する管理運営に向けた取組

・体育施設管理士やグラウンドキーパーを配置し、各運動施設の適正管理を行い、選手と観客が堪

能できる環境づくりを進めた。

・スポーツ教室の開催や各種イベントを通して、スポーツを始めるきっかけ作りやスポーツの楽し

さを体験してもらうとともに、地元プロスポーツチームの広報・宣伝に協力した。

・テニス教室など運動公園の特性を活かした各種スポーツ教室を開催し、スポーツの振興を図る取

り組みを行った。

今後改善・工夫したい事項

・県内のプロスポーツチームを盛り上げるため、チームの協力を得てスポーツ教室を開催するとと

もに、各種イベントを通じてチームの広報宣伝に協力していきたい。

・総合スポーツゾーン整備工事時は、県と連携を図り、利用者の利便性と安全の確保に努めたい。

７ 所管課室による評価

評価の内容 評価項目 確認内容・所見等

運動施設について、使用調整会議にて１．住民の ①住民の平等利用が確保されたか。

作成された年間計画書に沿って貸出業 Ｃ平等利用の

務を実施している。また、一般利用者確保

に対する配慮も見られる。

所定の手続きに則り、適切な許可が行 Ｃ②使用許可に関する権限が適正に行

われている。使されたか。

高齢者や障害者に対し、車いすの貸し③高齢者、障害者等に対する配慮は

出しや、介護施設等の車の公園内乗り Ｃなされたか。また、平等利用が確保

入れを許可するなど配慮をしている。できない場合の対応は適切か。

施設の設置目的に沿った管理運営が適２．施設の ①施設の設置目的に沿った業務実施

切に実施されており、日常点検・定期 Ｃ効用の最大 がなされたか。

点検の結果も記録されている。限発揮

総合スポーツゾーン整備計画に基づく②施設の利用促進、県民サービスの

改修工事により、硬式野球場、陸上競向上が図られたか。

技場を休止したが、10月からのサッカ Ｃ

ー・ラグビー場の供用開始やウォーキ

ングコースの利用者の増加もあり利用

者数の目標値を達成することができ

た。
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公園施設や樹木や花壇の管理について③利用者満足度を把握し、満足度の

の満足度やスタッフに対しての満足度 Ａ向上が図られたか。

が上がった。

要望、苦情に対して適切に対応してお④利用者からの意見、苦情に対して

り、その記録が保管されている。 Ｃ適切な対応がなされたか。

日常・定期点検を確実に実施し、その⑤施設、設備、備品の維持管理や安

記録が保管されているとともに、要修 Ｃ全管理は適切になされたか。

繕箇所については管理打合せ簿にて修

繕の提案・修繕実施報告がなされてお

り、その修繕履歴が適切に保管されて

いる。また、備品の管理は適切に実施

されている。

⑥指定管理者の創意工夫により業務改 総合スポーツゾーン整備で制約が多い

善等がなされたか 中、予定どおり供用開始ができるよう。

サッカー・ラグビー場の芝生育成管理 Ｂ

を行った。

当該業務を概ね適切に遂行できる組織３．管理を ①組織体制は適正か。

となっている。 Ｃ安定的に行

う物的人的

②収支は適正でバランスがとれたもの 概ね適正である。基礎

か Ｃ。

事業計画書どおり多目的、多用途に従③経費の縮減に取り組まれてきたか。

事するスタッフを配置し人件費を削減

するとともに、一括契約によるコスト Ｃ

縮減に取り組んでいると認められる。

公園管理に必要な資格の取得や技術と④人材育成は適切に実施されている

能力を向上するため、事業計画書に基 Ｃか。

づいた研修を概ね実施した。

事故発生時には、速やかな対応・報告⑤危機管理体制（事故、緊急時の対

を実施し、異常気象時においても、迅 Ｃ応）は確保されているか。

、 。速に安全点検を実施し 報告している

日々生じる様々な案件に対して、県や⑥県や関係機関との連携体制は確保

関係機関と連携し速やかに対応した。 Ｂされているか。

総合スポーツゾーン整備工事が本格化

するなか 「総合スポーツゾーン安全、

協議会」での情報交換や安全対策を積

極的に協議した。

個人情報の保護に関する要領を定め、 Ｃ４．個人情 ①個人情報の保護についての措置が

適切に保護をしている。報保護 計画どおり実施されているか。
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情報公開事務処理要領を定め、適切に Ｃ②情報公開は適切になされているか。

運用をしている。

自己評価の改善が見られた。引き続き５．その他 ①施設の特性にふさわしい自己評価

適正な施設管理をお願いしたい。 Ｃがなされているか。

イベント 売店等の自主事業を実施し Ｃ②自主事業が計画どおりに実施され 、 、

計画どおり実施されている。ているか。

栃木ＳＣや栃木ブレックス等郷土のプ③イベント等を実施している場合は、

ロチームと連携し、スポーツ教室を実 Ｃ地域との連携が図られているか。

施している。また、地域の催事等にも

協力を行い交流の場を提供している。

大会等のアナウンスについては、近隣④環境への配慮（騒音・光害対策、

住民の騒音にならないよう配慮がされごみ削減等）がなされているか。

ている。公園利用者に対してはごみの

持ち帰りを依頼し、ごみの削減に努め Ｃ

ている。また、芝生等への農薬散布は

スポット散布に切り替え環境への配慮

を行った。

⑤その他管理運営上の特記事項 総合スポーツゾーン整備が進み、園内

外の各所で工事実施となる中、施設の

安全な利用と利便性確保を図るため、

突発的な案件に対応したり、施工業者 Ｂ

による安全協議会との連携を密にし、

工事範囲等の事前告知を適時実施し

た。

総合的な評価

全般的に概ね良好な管理状況である。総合スポーツゾーン整備が本格化し、園内外の各所で工事

を実施している中、利用者の大きな混乱も無く各施設を良好なコンディションに保った点が評価出

来る。今後とも施設の安全な利用と利便性確保を図るため、各関係者との連携を密にし、管理水準

の維持向上を図るとともにさらなる安全管理の徹底に努めてほしい。

※「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。


