
施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市総合体育館

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市福岡町四丁目３６番１号

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設年間利用調整業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　第１競技場、第２競技場、トレーニング室、第１武道場、第２武道

場、卓球場、和弓場、アーチェリー場、会議室等

【職員の状況】　協会職員 １４人、協会嘱託職員 ３人、協会非常勤職員 ３

人、協会臨時職員５人

【開館時間】　9:00～22:00

　　　　　　　　 毎週火曜日、年末年始は休館

19

施設稼働率（第１・２競技場） 55.5 74.7 スポーツ教室等開催日数 487 474　利用状況等

利用者数 173,481 187,618 スポーツ教室等開催数 17

アンケート回収数 30 29 スポーツ教室等参加者数 6,391 5,148

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

34,587 37,997

支出実績 271,651 333,320

　収支状況等

指定管理料 237,064 295,323

収入実績

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室やレクリ

エーション教室を開催し、広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加

を促し、生涯スポーツ等の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保

するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ電子自治体システム」の施設

利用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行ったが、令和３年７月１日から同年１２月３１日まで第１競技場

床改修工事に伴う臨時休場や、新型コロナウイルス感染症対策として、トレー

ニング室を臨時休場した期間があり、大幅に利用者数が減少した。また、各

スポーツ団体等と相互に協力・連携し、自主事業によるスポーツ教室等を開

催した。さらに、施設利用者アンケート等を実施し、苦情への対応を適切に

行った。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対

策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の

遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険や重要物品の火災保険

など損害保険に加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室

開催経費に充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行については、事務局

で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、職員研修の実施や保険への加入等により、安全管理意識の

向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われたが、新型コロナウイルスの影響や、工事により施設を休

館した期間もあったことから、前年度に比べて施設利用者数は減少した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応

や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだが、収入は減少した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減

による総人件費の削減、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績は減少した。施設の老朽化が進み、利

用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、工夫して運営していることが評価でき、今後

においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただき

たい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだほか、福岡町プールと連携するなど、効率的な勤務体制をとることで

人件費の縮減を図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設

等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設

等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど、収入の確保を

図ったほか、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面にお

いて優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円 千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだが、収入は減少した。また、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り

組んだ結果、支出実績は減少した。建物については、平成３０年度に再整備されたが、クルーザー置き場やクレーン等一部施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望が

あっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられる。軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽

化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　引き続きホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。

臨時職員を活用し、高松市総合体育館と勤務ローテーションを連携するなど、

効率的な勤務体制をとることで人件費縮減を図った。物件費については、省

エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節

減に努めた。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制

面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研

修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労

働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険やク

レーン・ローリフト賠償責任保険に加入したほか、予算執行については、事

務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けてい

る。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、各スポーツ団体等と相

互に協力・連携し、自主事業によるスポーツ教室等を開催したほか、香川県

がヨット競技場海上部に設置する浮き桟橋施設の使用料収納事務を受託し、マ

リンスポーツの振興に寄与した。さらに、施設利用者アンケート（設問数８

項目）等を実施し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、クレーン運転等の技能講習受講者を配

置したほか、日常点検、施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。

また、緊急時に備え、防災計画等を策定し、職場研修などを通じて全職員に

対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に

関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシ

ティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、条例、規則、関係法令等を遵守し、適切

な管理運営に努め、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

11,730 12,884

支出実績 16,018 16,598

　収支状況等

指定管理料 4,288 3,714 受託料収入（香川県） 63 83

収入実績

5

施設稼働率（艇陸置き） 61.1 57.3 スポーツ教室等開催日数 154 45　利用状況等

利用者数 24,801 19,674 スポーツ教室等開催数 5

アンケート回収数 5 6 スポーツ教室等参加者数 2,166 1,240

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市ヨット競技場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市浜ノ町６７番１号

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

　浮き桟橋施設使用料収納事務（香川県から受託）

　クレーン設備等の運転管理

【施設】

　艇庫、艇置場、クラブハウス、会議室

【職員の状況】

　協会非常勤職員 １人、協会臨時職員 ３人

【開館時間】

　8:30～20:00　 毎週火曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、他施設からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委

託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績は減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けら

れるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議

しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を積極的に行い、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの

徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に

努めた。常勤職員を置かず、定期的に高松市総合体育館でネットワークカメ

ラによる利用状況の確認や適宜、職員を派遣し、無人管理とすることで、人

的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。

また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優

遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネス

の視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に高松市総合体育館から職員を派遣し、効

率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策

のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実

施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係

法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険等の損害保

険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査

を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に

情報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利

用ニーズが強く、高松市の許可を得て、時間外利用について弾力的に対応し

た。さらに、高松市テニス協会等の利用団体と協力・連携し、コート整備や

施設清掃等を行うとともに、高松市が行う朝日町環境美化活動にも毎回参加

したほか、施設利用者アンケートを実施し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適

切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメン

トシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、

条例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

8,245 7,937

支出実績 2,297 2,636

　収支状況等

指定管理料 -5,948 -5,301

収入実績

施設稼働率 55.3 57.3　利用状況等

利用者数 36,752 35,567

アンケート回収数 7 5

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市立朝日町庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市朝日町一丁目１番１３号

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ５面、クラブハウス

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、他施設からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委

託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績は減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けら

れるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協

議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を継続して行い、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの徹

底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努

めた。常勤職員を置かず、定期的に高松市総合体育館から職員を派遣し、無

人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は

予算計上していない。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行

い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に高松市総合体育館から職員を派遣し、効

率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施し

た。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令

の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予

算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正であ

る旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利用

ニーズが強く、高松市の許可を得て、時間外利用について弾力的に対応し

た。さらに、高松市ソフトテニス協会等の利用団体や亀岡自治会と協力・連

携し、コート整備や施設清掃等を行ったほか、施設利用者アンケートを実施

し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安全

点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画等

を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向

上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対

応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステ

ムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ電

子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

2,913 2,548

支出実績 291 445

　収支状況等

指定管理料 -2,622 -2,103

収入実績

施設稼働率 57.3 56.0　利用状況等

利用者数 27,639 23,544

アンケート回収数 6 5

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市立亀岡庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市亀岡町７番２号

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ４面、クラブハウス

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　6月・7月・8月 9：00～19：00　 その他の月 9：00～

17：00 　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供や時間外利用への弾力的な対応等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例

及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、仏生山体育館からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託な

どの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられる

が、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議し

ながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を継続して行った。物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の

修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、

定期的に仏生山公園体育館から職員を派遣し、無人管理とすることで、人

的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。ま

た、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇

措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に仏生山公園体育館から職員を派遣し、効

率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策

のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実

施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係

法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入し

た。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適

正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利用

ニーズが強く、高松市の許可を得て、時間外利用について弾力的に対応し

た。また、アンケートについては、施設窓口等で利用者から直接意見を徴取

し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

B

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

591 555

支出実績 877 595

　収支状況等

指定管理料 286 40

収入実績

施設稼働率（テニスコート） 45.1 37.4　利用状況等

利用者数 12,977 9,900

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市立仏生山運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市仏生山町甲２５６５番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　クレーテニスコート ２面、多目的広場（ゲートボール場 ３

面）

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　6月・7月・8月 9：00～19：00　 その他の月 9：00～

17：00 　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供や時間外利用への弾力的な対応等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例

及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　施設利用案内の積極的な広報・ＰＲ活動に取り組んだ結果、収入は増加した。また、仏生山公園温水プールからの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に

取り組んだ結果、支出実績が減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕

を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設

の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を継続して行った。前年度に引き続き、職員給料

の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取り組んだほか、仏生山公園温水

プールと勤務ローテーションを連携するなど、効率的な勤務体制をとることで

人件費の縮減を図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設

等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人

会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けて

いる。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、仏生山公園温水プールと連携し、人員を配置している。研修について

は、新型コロナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種シス

テムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的

に行うなど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に

備え、社会体育施設保険に加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手

数料収入を教室開催経費に充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行

については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の

報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。自主事業としては、各スポーツ団体等と

相互に協力・連携し、スポーツ教室を開催した。さらに、施設利用者アン

ケートを実施し、利用者の意見の収集に努めたほか、スポーツ教室参加者に

対してもアンケートを実施し、高い評価を得た。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室を開催し、

広く住民にスポーツへの参加を促し、生涯スポーツの推進に寄与した。ま

た、施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かが

わ電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、

条例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。
A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

5,219 4,777

支出実績 18,261 18,580

　収支状況等

指定管理料 13,042 13,803

収入実績

7

施設稼働率 92.4 90.2 スポーツ教室等開催日数 244 113　利用状況等

利用者数 45,972 35,788 スポーツ教室等開催数 9

アンケート回収数 8 8 スポーツ教室等参加者数 3,507 1,895

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市立仏生山公園体育館

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市仏生山町甲２５６４番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　体育館

【職員の状況】　協会職員 １人、協会非常勤職員 ４人

【開館時間】　9:00～22:00　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

枚 枚 日 日

人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、施設利用者数は増加していることは評価できる。

今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　広報活動に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による総人件費の削減、他施設との勤務

ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応

ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管

理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだほか、仏生山公園体育館と勤務ローテーションを連携するなど、効

率的な勤務体制をとることで人件費の縮減を図った。物件費については、省

エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節

減に努めた。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制

面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、仏生山公園体育館と連携し、人員を配置している。研修については、

新型コロナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの

操作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行う

など、就業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、

社会体育施設保険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、

必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。自主事業としては、各スポーツ団体等と

相互に協力・連携し、スポーツ教室を開催した。さらに、施設利用者アン

ケートを実施し、利用者の意見の収集に努めたほか、スポーツ教室参加者に

対してもアンケートを実施し、高い評価を得た。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、プールの安全標準指針に基づき、施設・設

備の安全点検を確実に実施するとともに、緊急時に備え、プール監視員全員に水

難救助救急法の教育訓練を行った。また、防災計画等を策定し、職場研修などを

通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、

情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への配慮として

は、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室を開催し、

広く住民にスポーツへの参加を促し、生涯スポーツの推進に寄与した。ま

た、条例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

17,131 13,216

支出実績 58,141 53,776

　収支状況等

指定管理料 41,010 40,560

収入実績

5

アンケート回収数 10 4 スポーツ教室等開催日数 103 58　利用状況等

利用者 49,609 38,612 スポーツ教室等開催数 5

スポーツ教室等参加者数 1,545 982

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市立仏生山公園温水プール

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市仏生山町甲２５６４番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　温水プール（２５ｍ×７コース）、補助プール、採暖プール

【職員の状況】　協会職員 １人、協会非常勤職員 ３人

【開館時間】　７月～８月 10:00～20:30

                 その他の月（平日） 13:00～20:30

                                （土・日・休日） 10:00～20:30

　 　　　        毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布や時間外利用への弾力的な対応などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例

及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また臨時職員の活用や近隣への協力依頼による

総人件費の削減、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができ

ず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コス

トの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致

に努め、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの徹底や、

業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。

臨時職員を活用し、近隣住民に施設の開閉場や清掃等を依頼することで、人

的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。ま

た、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇

措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、適宜、仏生山公園体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法

令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。

予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正で

ある旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利用

ニーズが強く、時間外利用について弾力的に対応した。さらに、地元住民や

利用団体と協力・連携し、グラウンド整備や施設清掃等を行ったほか、施設

利用者アンケートを実施し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、臨時職員への教育研修等を実施したほ

か、日常点検、施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊

急時に備え、防災計画等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安

全管理、危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、

内部規定を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかま

つ環境マネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

2,609 2,287

支出実績 2,851 2,554

　収支状況等

指定管理料 242 267

収入実績

施設稼働率 42.3 36.9　利用状況等

利用者数 27,182 18,827

アンケート回収数 3 3

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市南部運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市三谷町３１２５番地４

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　第１グラウンド、第２グラウンド

【職員の状況】　協会臨時職員 １人

【開館時間】　6月・7月・8月 9：00～19：00　 その他の月 9：00～

17：00 　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

枚 枚 日 日

人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、プールの安全標準指針に基づき開設の予定

であったが、施設の重篤な不具合のため令和３年度はやむを得ず開設を中止し

た。また、同施設は令和４年１月１日付けで廃止となっている。

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

0 4,793

支出実績 5,883 17,381

　収支状況等

指定管理料 5,883 12,588

収入実績

1

アンケート回収数 - 9 スポーツ教室開催日数 - 10　利用状況等

利用者数 - 14,140 スポーツ教室開催数 -

スポーツ教室参加者数 - 399

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和３年１２月３１日

高松市立市民プール

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和３年１２月３１日（２年９か月） 　公募・非公募の別 非公募

高松市浜ノ町５３番地１０

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　流水プール、少年プール、幼児プール

【職員の状況】　協会職員（派遣常駐） １人、協会臨時職員 ９人

（プール開設期間中）

【開館時間】　7月1日～8月31日　  9：00～18：00 　開設期間中無休



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

枚 枚 日 日

人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　令和２年１０月から施工していた吊り天井改修工事は、令和３年１２月３１

日に完了したものの、再開に向けた機器等の作動点検において、空調設備等

の不具合が確認され、所要の修繕が必要となったため、令和３年度はプール

の開設は不可能であった。

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

-3 9,869

支出実績 22,437 33,612

　収支状況等

指定管理料 22,440 23,743

収入実績

0

アンケート回収数 - 2 スポーツ教室開催日数 - 0　利用状況等

利用者数 - 28,201 スポーツ教室開催数 -

スポーツ教室参加者数 - 0

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市福岡町プール

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市福岡町三丁目３３番２４号

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　温水プール（２５ｍ×６コース）、補助プール、採暖プール

【職員の状況】　協会職員 １人、協会非常勤嘱託職員 １人

【開館時間】　10：00～20：30

　毎週火曜日（7月1日～8月31日までの火曜日を除く）、年末年始は休

館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮

減による総人件費の削減、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績が減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な

対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維

持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一般的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだ。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可

能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設等に積極的に

情報提供を行い、合宿等の誘致に努め、収入が前年度より増加した。また、

公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置

を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対

策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の

遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。さらに、

清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催経費に充てるなど財政の健全化

を図ったほか、予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。自主事業としては、各スポーツ団体等と

相互に協力・連携し、スポーツ教室を開催した。さらに、施設利用者アン

ケート等を実施し、利用者の意見の収集に努めた。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室やレクリ

エーション教室を開催し、広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加

を促し、生涯スポーツ等の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保

するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ電子自治体システム」の施設

利用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵

守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

7,645 6,879

支出実績 34,400 37,473

　収支状況等

指定管理料 26,755 30,594

収入実績

7

施設稼働率（体育館） 62.9 65.5 スポーツ教室開催日数 210 142　利用状況等

利用者数 46,538 41,607 スポーツ教室開催数 8

アンケート回収数 11 11 スポーツ教室参加者数 2,468 1,835

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市亀水運動センター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市亀水町４５８番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　体育館、砂入り人工芝テニスコート８面、グラウンド、屋外プー

ル、研修室、浴室等

【職員の状況】　協会職員 １人、協会嘱託職員 １人、協会非常勤職員 ４人、

協会臨時職員 ６人（屋外プール開設期間中）

【開館時間】　9:00～22:00

　　　　　　　　 毎週火曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、体育館の天井改修工事を終えたこともあり、前年

度に比べ、施設利用者数が大幅に増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発

的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮

減による総人件費の削減、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績は増加したが、指定管理料は減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの

改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後において

も、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一般的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだ。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可

能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設等に積極的に

情報提供を行い、合宿等の誘致に努め、収入が前年度より増加した。また、

公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置

を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ

研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び

労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に

加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催経費に

充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行については、事務局で一元

管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上等に

ついて、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、ホームペー

ジ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情報提供を行っ

た。前年度の吊り天井改修工事に伴い、約９か月臨時休館したこともあり、利用

者は前年度より大幅に増加した。また、各スポーツ団体等と相互に協力・連携

し、自主事業によるスポーツ教室を開催した。さらに、施設利用者アンケートを

実施し、利用者の意見の収集に努めたほか、スポーツ教室参加者に対してもアン

ケートを実施し、高い評価を得た。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加を促し、生涯スポーツ等

の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整

を行ったほか、「かがわ電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適

正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者

サービスを行った。
A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

10,122 4,094

支出実績 38,803 35,387

　収支状況等

指定管理料 28,681 31,293

収入実績

0

施設稼働率（体育館） 78.8 65.1 スポーツ教室開催日数 83 0　利用状況等

利用者数 67,166 30,444 スポーツ教室開催数 5

アンケート回収数 4 4 スポーツ教室参加者数 1,949 0

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市西部運動センター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市鬼無町鬼無１０番地２

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　体育館、第１グラウンド、第２グラウンド

【職員の状況】　協会職員 ２人、協会非常勤嘱託職員 ４人

【開館時間】　9：00～22：00

　毎週火曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮

減による総人件費の削減、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績、指定管理料ともに減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望

があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の

老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を継続して行っている。前年度に引き続き、職員

給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取り組んだ。物件費について

は、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、

経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行

い、税制面において優遇措置を受けている。
A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対

策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の

遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。さらに、

清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催経費に充てるなど財政の健全化

を図ったほか、予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。自主事業としては、各スポーツ団体等と

相互に協力・連携し、スポーツ教室を開催した。さらに、施設利用者アン

ケートを実施し、利用者の意見の収集に努めたほか、スポーツ教室参加者に

対してもアンケートを実施し、高い評価を得た。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室やレクリ

エーション教室を開催し、広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加

を促し、生涯スポーツ等の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保

するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運

用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービス

を行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

18,609 17,392

支出実績 77,613 78,548

　収支状況等

指定管理料 59,004 61,156

収入実績

12

施設稼働率（体育館） 80.6 82.9 スポーツ教室開催日数 407 245　利用状況等

利用者数 103,164 86,985 スポーツ教室開催数 11

アンケート回収数 20 20 スポーツ教室参加者数 6,341 3,670

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市かわなべスポーツセンター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市川辺町９３２番地７

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　体育館、温水プール（２５ｍ×６コース）、砂入り人工芝テニス

コート ３面、ゲートボール場 ２面（屋根付）、浴室、多目的広場等

【職員の状況】　協会職員 １人、協会嘱託職員 １人、協会非常勤職員 ６人、

協会臨時職員 １人

【開館時間】　9:00～22:00

　　　　　　　　  毎週火曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十

分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、香川総合体育館からの職員の派遣や近隣への連携、省エネの

徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労

が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるた

め、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を積極的に行い、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの

徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に

努めた。常勤職員を置かず、定期的に香川総合体育館から職員を派遣し、施

設の開閉錠や清掃等を近隣住民に依頼することにより、無人管理とすること

で、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していな

い。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面におい

て優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香川総合体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法

令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。

予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正で

ある旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、近隣住民と相互に協力・連携

し、コート整備や施設清掃等を行った。さらに、施設利用者アンケートを実

施し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

1,518 112

支出実績 1,007 631

　収支状況等

指定管理料 -511 519

収入実績

施設稼働率 14.9 10.5　利用状況等

利用者数 2,131 1,201

アンケート回収数 2 2

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市塩江町庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市塩江町安原上７０８番地２

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ２面、更衣室

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　　毎週月曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。またホームページ及びフェイスブックの更新やチ

ラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分

に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入は増加した。また、香川総合体育館からの職員の派遣、地元自治会との連携、省エネの徹底や業務委託な

どの経費節減に取り組んだが、支出実績が増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられる

が、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議し

ながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。物件費

については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で

行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に香川総合体育館

から職員を派遣し、施設の開閉錠や清掃等を地元自治会に依頼することによ

り、無人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、

人件費は予算計上していない。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処

理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香川総合体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法

令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。

予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正で

ある旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、地元自治会と相互に協力・連携

し、グラウンド整備や施設清掃等を行った。アンケートについては、施設窓

口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

74 26

支出実績 898 721

　収支状況等

指定管理料 824 695

収入実績

施設稼働率 7.2 4.7　利用状況等

利用者数 820 372

アンケート回収数 - -

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市内場池運動センター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市塩江町上西乙６８８番地１地先

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　グラウンド

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～17：00　　毎週月曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べて施設利用者数は増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　ＨＰ等で広報活動を積極的に行い、使用料収入の確保に取り組んだが、収入は前年度と同程度であった。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による総人件費

の削減、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要

望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設

の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。物件費

については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で

行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に香川総合体育館

から職員を派遣し、施設の開閉錠や清掃等を近隣住民に依頼することによ

り、無人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、

人件費は予算計上していない。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処

理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香川総合体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法

令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。

予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正で

ある旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、近隣住民と相互に協力・連携

し、グラウンド整備や施設清掃等を行った。アンケートについては、施設窓

口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

487 490

支出実績 1,329 995

　収支状況等

指定管理料 842 505

収入実績

施設稼働率（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 11.0 10.5　利用状況等

利用者数 4,635 4,384

アンケート回収数 2 2

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市ホタルと文化の里運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市塩江町安原上６０２番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　グラウンド、ゲートボール場、野外ステージ

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　毎週月曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組の結果、前年度に比べ、施設利用者数は増加した。今後とも、ス

ポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮

減による総人件費の削減、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対

応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持

管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだほか、臨時職員の活用による人員配置の見直しにより人件費の縮減

を図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可

能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設等に積極的に

情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど、収入の確保を図ったほか、公

益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を

受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対

策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の

遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。さらに、

清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催経費に充てるなど財政の健全化

を図ったほか、予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少な

く、利用者が前年度より増加した。また、各スポーツ団体等と相互に協力・

連携し、自主事業によるスポーツ教室等を開催した。さらに、施設利用者ア

ンケート等を実施し、利用者の意見の収集に努めた。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。さらに、芝管理を適

切に行うため、新たに芝草管理技術者の資格を取得し、管理に関する知識・技術

の向上に努めた。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練

や職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。

個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境へ

の配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを

徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室を開催し、

広く住民にスポーツへの参加を促し、生涯スポーツの推進に寄与した。ま

た、施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。
A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

7,180 6,682

支出実績 58,689 54,332

　収支状況等

指定管理料 51,509 47,650

収入実績

9

施設稼働率（競技場） 83.1 81.6 スポーツ教室等開催日数 356 247　利用状況等

利用者数 69,468 57,662 スポーツ教室等開催数 9

アンケート回収数 15 16 スポーツ教室等参加者数 3,593 2,341

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市牟礼総合体育館

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市牟礼町牟礼１５２番地１０

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　競技場、アリーナ（畳）、トレーニング室、会議室

【職員の状況】　協会職員 ５人、協会非常勤職員 ３人、協会臨時職員

２人

【開館時間】　9:00～22:00　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べて施設利用者数が増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による

総人件費の削減、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者から

の改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後において

も、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を積極的に行い、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの

徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に

努めた。常勤職員を置かず、定期的に牟礼総合体育館から職員を派遣し、無

人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費

は予算計上していない。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行

い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に牟礼総合体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策の

ため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法

令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。

予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正で

ある旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、公園の指定管理者である香川県

造園事業協同組合と相互に協力・連携し、施設管理を円滑に行ったほか、ア

ンケートについては、施設窓口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者

ニーズの把握に努め、苦情への対応を適切に行った。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

1,904 1,574

支出実績 929 286

　収支状況等

指定管理料 -975 -1,288

収入実績

施設稼働率 41.8 40.5　利用状況等

利用者数 9,253 8,417

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市牟礼御山公園庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市牟礼町牟礼１３５５番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ２面、クラブハウス

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

所管課等評価
評　　価　　項　　目

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

A

１　基本事項 A

指定管理者自己評価コメント

総合評価コメント

①収入の確保 ・適正な人件費

②平等な利用の確保

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

　牟礼総合体育館との連携・協力体制を構築することで、人件費の縮減を

図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能

な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設等に積極的に情

報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど、収入の確保を図ったほか、公益

法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受

けている。

　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対

策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施

した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の

遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予算執行

については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告

を受けている。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、グラウンド等の硬式野球使用取

扱基準を定め、新たな利用種目として、少年硬式野球の使用を許可することと

し、利用者ニーズに対応した。アンケートについては、施設窓口等で利用者

から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

　施設の維持管理を適切に行うため、教育研修等を実施したほか、日常点検、施

設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計

画、消防計画を策定し、避難訓練や職場研修などを通じて全職員に対し、安全管

理、危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規

定を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マ

ネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

　利用状況等

利用者数 44,149 39,367

収入実績 6,212 5,792

16,969

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

評価基準

A

①利用促進対策

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

22,761

総合評価

④合理的な会計制度

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

A

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

支出実績 23,053

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、施設利用者数は増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、

柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努める、定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。ま

た牟礼総合体育館からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があって

も十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等

に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

５　管理に係る経費の

　　縮減

　収支状況等

指定管理料 16,841

高松市牟礼町原１０１９番地８

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　体育館、グラウンド、砂入り人工芝コート　２面

【職員の状況】　協会非常勤職員　６人

【開館時間】　体育館 9：00～22：00

　　　　　　　　 グラウンド 9：00～21：00

　　　　　　　　 庭球場 9：00～21：00

　　　　　　　　 毎週火曜日、年末年始は休館

施設稼働率（体育館） 77.3 76.8

アンケート回収数 8 9

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市牟礼中央公園運動センター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べて施設利用者数は増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努める、定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだが、収入は減少した。ま

た、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による総人件費の削減、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、

支出実績が減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うな

ど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理

など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　収入増を図るため、受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲ

を積極的に行い、収入が前年度より増加した。物件費については、省エネの

徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に

努めた。常勤職員を置かず、定期的に牟礼中央公園運動センターから職員を

派遣することにより、無人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管

理運営を行い、人件費は予算計上していない。また、公益法人会計基準に従

い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

B

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に牟礼中央公園運動センターから職員を派

遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ

研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び

労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に

加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利用ニーズが

強く、高松市の許可を得て、時間外利用について弾力的に対応した。アン

ケートについては、施設窓口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニー

ズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

958 1,230

支出実績 675 783

　収支状況等

指定管理料 -283 -447

収入実績

施設稼働率 33.0 32.8　利用状況等

利用者数 10,138 9,522

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市庵治町深間庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市庵治町６３９１番地１７

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ３面、クラブハウス

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十

分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、牟礼中央公園運動センターからの職員の

派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管

理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が

想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。物件費

については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行

うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず定期的に牟礼中央公園運動セ

ンターから職員を派遣することにより、無人管理とすることで、人的、経費的

な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。また、公益法

人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受け

ている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、適宜、牟礼中央公園運動センターから職員を派遣

し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染

症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研

修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労

働関係法令の遵守に努めた。さらに、万一の事故に備え、社会体育施設保険

に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を

受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、グラウンド等の硬式野球使用取

扱基準を定め、新たな利用種目として、少年硬式野球の使用を許可することと

し、利用者ニーズに対応した。アンケートについては、施設窓口等で利用者

から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、教育研修等を実施したほか、日常点

検、施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備

え、防災計画等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、

危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定

を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マ

ネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

1,305 1,171

支出実績 3,824 3,617

　収支状況等

指定管理料 2,519 2,446

収入実績

施設稼働率 22.2 18.3　利用状況等

利用者数 6,273 5,524

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市庵治運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市庵治町２２９０番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　グラウンド

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　 年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供や時間外利用への弾力的な対応等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例

及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　また、牟礼中央公園運動センターからの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績が前年度より減少した。施設の老朽化が進み、

利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今

後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただ

きたい。

B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限

り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に牟礼中

央公園運動センターから職員を派遣することにより、無人管理とすることで、

人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。

また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優

遇措置を受けている。

B

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に牟礼中央公園運動センターから職員を派

遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ

研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び

労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に

加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、当施設は、早朝の利用ニーズが

強く、時間外利用について弾力的に対応したほか、利用団体と協力・連携

し、コート整備や施設清掃等を行った。さらに、アンケートについては、施

設窓口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、条例、規則、関係法令等を遵守し、公

平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

- -

支出実績 127 144

　収支状況等

指定管理料 127 144

収入実績

施設稼働率 57.2 59.3　利用状況等

利用者数 5,295 4,735

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市庵治ゲートボール場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市庵治町１６６７番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　ゲートボール場

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われたが、前年度に比べ、施設利用者数は減少した。今後

とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　また、牟礼中央公園運動センターからの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだ結果、支出実績は前年と同額であった。施設の老朽化が進み、

利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今

後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただ

きたい。

B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限

り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に牟礼中

央公園運動センターから職員を派遣することにより、無人管理とすることで、

人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。

また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優

遇措置を受けている。

B

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に牟礼中央公園運動センターから職員を派

遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ

研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び

労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に

加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受

け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。また、利用団体と協力・連携

し、コート整備や施設清掃等を行った。また、アンケートについては、施設

窓口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、条例、規則、関係法令等を遵守し、公

平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

- -

支出実績 28 27

　収支状況等

指定管理料 28 27

収入実績

施設稼働率 8.9 10.5　利用状況等

利用者数 850 866

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市庵治ペタンク場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市庵治町３８３６番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　ペタンク場

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　日出～日没　　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べて施設利用者数が増加した。今後と

も、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　宿泊施設等に積極的に情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮

減による総人件費の削減、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利

用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後

においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただき

たい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減に取

り組んだ。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可

能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、宿泊施設等に積極的に

情報提供を行い、合宿等の誘致に努めるなど、収入の確保を図ったほか、公

益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を

受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、職員を適正に配置している。研修については、新型コロナウイルス感

染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ

研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び

労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に

加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催経費に

充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行については、事務局で一元

管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、各スポーツ団体等と相互に協

力・連携し、自主事業によるスポーツ教室等を開催した。さらに、施設利用

者アンケート等を実施し、苦情への対応を適切に行ったほか、スポーツ教室

参加者に対してもアンケートを実施し、高い評価を得た。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室やレクリ

エーション教室を開催し、広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加

を促し、生涯スポーツ等の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保

するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ電子自治体システム」の施設

利用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵

守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

15,920 14,928

支出実績 82,235 79,837

　収支状況等

指定管理料 66,315 64,909

収入実績

15

施設稼働率（第１・２競技場） 85.2 87.6 スポーツ教室等開催日数 292 384　利用状況等

利用者数 90,268 83,188 スポーツ教室等開催数 12

アンケート回収数 15 14 スポーツ教室等参加者数 2,704 2,782

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香川総合体育館

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香川町川東下１９１７番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室等開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　第１競技場、第２競技場、トレーニング室、研修室等

【職員】　協会職員　３人、協会非常勤職員　６人

【開館時間】　9:00～22:00　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われたが、前年度に比べ、施設利用者数は減少した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分

に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が若干増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理

者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想

定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　香川総合体育館と一体的に管理を行うことで、人的、経費的な面で効率的

に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。物件費については、省エネ

の徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減

に努めた。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面

において優遇措置を受けている。
A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行ったが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響もあ

り、利用者が前年度より減少した。また、アンケートについては、施設窓口

等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

　施設職員は、香川総合体育館に配置し、一体管理により、効率的に管理運

営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策のため全体研

修は中止したが、各種システムの操作研修等はWEB研修で実施した。また、

職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努

めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予算執行につ

いては、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告

を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

　収支状況等

指定管理料 -469 -450

収入実績 469 450

支出実績 香川総合体育館費から執行

施設稼働率 21.7 20.9　利用状況等

利用者数 10,740 11,476

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香川屋外球技場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香川町川東上１９２８番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　ハンドボール場、ゲートボール場 ２面、ペタンク場 ４面

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　毎週月曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われたが、前年度に比べ、施設利用者数は減少した。今後

とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　また、香川総合体育館からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は減少した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望が

あっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老

朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。 B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限

り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に香川総

合体育館から職員を派遣することにより、無人管理とすることで、人的、経費

的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。また、公益

法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受

けている。

B

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香川総合体育館から職員を派遣し、効率

的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイルス感染症対策のた

め全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施し

た。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令

の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予

算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正であ

る旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。また、利用団体と協力・連携

し、グラウンド整備や施設清掃等を行ったほか、アンケートについては、施

設窓口等で利用者から直接意見を聴取し、苦情への対応を適切に行った。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安全

点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画等

を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向

上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対

応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステ

ムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、条例、規則、関係法令等を遵守し、公平

な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

- -

支出実績 442 565

　収支状況等

指定管理料 442 565

収入実績

施設稼働率 25.6 27.1　利用状況等

利用者数 26,399 35,718

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香川町大野河川敷運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香川町大野２６０６番地先

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　グラウンド ３面

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～17：00（6月～8月は19：00まで）　 年末年始は

休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十

分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、他施設との勤務ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取

り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職

員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一

体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。また、

かわなべスポーツセンターと勤務ローテーションを連携するなど、効率的な

勤務体制をとることで人件費縮減を図った。物件費については、省エネの徹

底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努め

た。さらに、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面にお

いて優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交代制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、かわなべスポーツセンターと連携し、人員を配置している。研修につ

いては、新型コロナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種

システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定

期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努めた。さらに、万一

の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予算執行については、事務局

で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、施設利用者アンケート等を実施

し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、教育研修等を実施したほか、日常点

検、施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備

え、防災計画等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、

危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定

を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マ

ネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

3,630 3,272

支出実績 10,168 9,474

　収支状況等

指定管理料 6,538 6,202

収入実績

施設稼働率(体育館) 78.6 80.7　利用状況等

利用者数 43,022 36,282

アンケート回収数 6 6

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香南体育館

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香南町横井８４４番地７

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　体育館、卓球室、多目的ルーム

【職員の状況】　協会非常勤職員 ３人

【開館時間】　9:00～22:00　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十

分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲなど使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、他施設からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経

費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微

な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類

似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　受付窓口で定期・継続利用が見込まれる回数券のＰＲを積極的に行い、収

入の確保に努めた。物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等

の修繕を可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置か

ず、定期的に香南体育館、かわなべスポーツセンターから職員を派遣し、無

人管理とすることで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費

は予算計上していない。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行

い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香南体育館、かわなべスポーツセンター

から職員を派遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修

等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就

業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育

施設保険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会

計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、利用団体と協力・連携し、コー

ト整備や施設清掃等を行ったほか、施設利用者アンケートを実施し、利用者

の意見の聴取に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

2,904 2,710

支出実績 3,551 3,279

　収支状況等

指定管理料 647 569

収入実績

施設稼働率 49.8 44.5　利用状況等

利用者数 23,673 19,597

アンケート回収数 4 4

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香南庭球場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香南町横井１０００番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　砂入り人工芝コート ４面、壁打ちコート、クラブハウス

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～21：00　年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数は若干増加し

た。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　また他施設からの職員の派遣、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十

分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴

う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。 B

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限

り職員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に香南体

育館、かわなべスポーツセンターから職員を派遣し、無人管理とすること

で、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していな

い。また、公益法人会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面におい

て優遇措置を受けている。

B

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に香南体育館、かわなべスポーツセンター

から職員を派遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修

等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就

業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育

施設保険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会

計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。また、利用団体と協力・連携

し、グラウンド整備や施設清掃等を行ったほか、アンケートについては、施

設窓口等で利用者から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、条例、規則、関係法令等を遵守し、公

平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

- -

支出実績 248 152

　収支状況等

指定管理料 248 152

収入実績

施設稼働率 52.7 15.1　利用状況等

利用者数 7,020 6,940

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市香南町吉光河川敷運動場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市香南町吉光７３５番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　グラウンド ２面

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9：00～17：00（6月～8月は19:00まで）　年末年始は

休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。またホームページ及びフェイスブックの更新やチ

ラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分

に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による総人件費の削減、他施設との勤務

ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応

ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管

理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入が前年度より増加した。

また、前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減

に取り組んだほか、国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターと勤務

ローテーションを連携するなど、効率的な勤務体制をとることで人件費の縮

減を図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を

可能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に

従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交代制勤務とし、事務量、利用状況等に

応じて、国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターと連携し、人員を配

置している。研修については、新型コロナウイルス感染症対策のため全体研修

は中止したが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、

職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努

めた。さらに、万一の事故に備え、社会体育施設保険に加入した。予算執行

については、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の

報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、利用者が前年度より増加した。また、施設利用者アンケート

等を実施し、苦情への対応を適切に行った。 B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、教育研修等を実施したほか、日常点

検、施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備

え、防災計画等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、

危機管理意識の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定

を定め、適切に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マ

ネジメントシステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に利用出来るよう、条例、規則、関係

法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

7,421 5,115

支出実績 35,257 29,105

　収支状況等

指定管理料 27,836 23,990

収入実績

アンケート回収数 6 5　利用状況等

利用者数 22,420 16,535

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園はくちょう温泉

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町新名２０６９番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務
【施設】　源泉湯、うたせ湯、サウナ、薬湯、水風呂、足湯

【職員の状況】　協会職員 １人、協会非常勤職員 ２人、協会臨時職員

２人

【開館時間】　10:00～20:00（足湯は10：00～日没）　 毎週月曜日、

年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、各スポーツ団体等と協力・連携した自主事

業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、アリーナの天井改修工事を終えたこともあり、前

年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な

提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、職員給与水準の見直しや時間外勤務の縮減による総人件費の削減、他施設との勤務

ローテーションの連携、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績が増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応

ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管

理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入が前年度より増加した。

また、前年度に引き続き、職員給料の３％カットの実施や時間外勤務の縮減

に取り組んだほか、国分寺橘ノ丘総合運動公園はくちょう温泉と勤務ロー

テーションを連携するなど、効率的な勤務体制をとることで人件費の縮減を

図った。物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能

な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に従

い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　効率的に管理・運営を行うため、交替制勤務とし、事務量、利用状況等に応じ

て、国分寺橘ノ丘総合運動公園はくちょう温泉と連携し、職員を適正に配置して

いる。研修については、新型コロナウイルス感染症対策のため全体研修は中止し

たが、各種システムの操作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診

断を定期的に行うなど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の

事故に備え、社会体育施設保険に加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機

手数料収入を教室開催経費に充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行に

ついては、事務局で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を

受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行った。前年度の吊り天井改修工事に伴い、約７か月臨時休館した

こともあり、利用者は前年度より大幅に増加した。また、各スポーツ団体等

と相互に協力・連携し、自主事業によるスポーツ教室等を開催した。さら

に、施設利用者アンケート等を実施し、利用者の意見の収集に努めた。

A

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、有資格者を配置して管理体制を維持し、日

常点検や施設安全点検シートに基づく定期点検を実施した。新型コロナウイルス

感染症対策のため各種研修・資格試験の中止もあり、有資格者の増員は次年度以

降に見送った。また、緊急時に備え、防災計画、消防計画を策定し、避難訓練や

職場研修等を通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識の向上を図った。個

人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切に対応した。環境への

配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに従い、これを徹

底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　幅広い年齢層を対象に、誰でも気軽に参加できるスポーツ教室やレクリ

エーション教室を開催し、広く住民にスポーツ・レクリエーションへの参加

を促し、生涯スポーツ等の推進に寄与した。また、施設の平等な利用を確保

するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ電子自治体システム」の施設

利用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵

守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

5,903 2,752

支出実績 38,149 35,571

　収支状況等

指定管理料 32,246 32,819

収入実績

13

施設稼働率（アリーナ） 72.9 67.7 スポーツ教室開催日数 241 170　利用状況等

利用者数 51,151 23,946 スポーツ教室開催数 15

アンケート回収数 8 8 スポーツ教室参加者数 2,560 1,837

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センター

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町新名２０６９番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業

　使用申請受付業務

　施設利用料の徴収に関する業務

【施設】　アリーナ、多目的ルーム、舟艇、プール（２５ｍ×６コース）等

【職員の状況】　協会職員 ２人、協会非常勤嘱託職員 ５人、協会臨時職員 ４人（プール

開設期間中）

【開館時間】　アリーナ、多目的ルーム等 9：00～22：00

                  舟艇 9:00～17：00

　　　　　　　　 プール 10:00～21:00（6月～8月のみ開設）

　　　　　　　　 毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また地元観光事業への協力やホームページ及び

フェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規

則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、他施設との一体的な管理、省エネの徹底や業務委託などの経費節減に取り組んだが、

支出実績は若干増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行う

など、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管

理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入が前年度より増加した。

また、国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターと一体的に管理を行う

ことで、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上して

いない。物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可

能な限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に従

い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　施設職員は国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターに配置し、一体

管理により、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等は

ＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規

則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設

保険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必要な会計監

査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、グラウンド等の硬式野球使用取

扱基準を定め、新たな利用種目として、少年硬式野球の使用を許可することと

し、利用者ニーズに対応した。アンケートについては、施設窓口等で利用者

から直接意見を聴取し、利用者ニーズの把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

2,426 1,986

支出実績 4,063 4,057

　収支状況等

指定管理料 1,637 2,071

収入実績

施設稼働率 38.6 35.2　利用状況等

利用者数 11,387 8,436

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園グラウンド

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町新名２０６９番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　グラウンド

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　毎週月曜日、年末年始は休場



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

人 人

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、地元観光事業への協力、各スポーツ団体等

と協力・連携した自主事業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われたが、結果、前年度に比べ、施設

利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待し

たい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側

にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定さ

れるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。また、

国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターと一体的に管理を行うこと

で、人的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していな

い。物件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な

限り職員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に従い、

適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、公園の指定管理者である溝渕造

園と相互に協力・連携し、グラウンド整備や施設清掃等を行った。アンケー

トについては、施設窓口等で利用者から直接意見を徴取し、利用者ニーズの

把握に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

　施設職員は国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターに配置し、一体

管理により、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等は

ＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規

則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設

保険に加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催

経費に充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行については、事務局

で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

　収支状況等

指定管理料 -572 -521

収入実績 572 521

支出実績 国分寺勤労者野外活動施設費から執行

1

施設稼働率 28.4 27.9 スポーツ教室開催日数 25 25　利用状況等

利用者数 15,088 13,332 スポーツ教室開催数 1

スポーツ教室参加者数 490 624

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園屋内ゲートボール場

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町新名２０６９番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業
【施設】　屋内ゲートボール場 ２面

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人 教室 教室

％ ％ 日 日

枚 枚 人 人

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、地元観光事業への協力、各スポーツ団体等

と協力・連携した自主事業の開催やホームページ及びフェイスブックの更新やチラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用

者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待した

い。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側

にも苦労が見受けられるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定さ

れるため、市とも協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入の確保に努めた。国分寺

橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターと一体的に管理を行うことで、人

的、経費的な面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。物

件費については、省エネの徹底や、業務委託、施設等の修繕を可能な限り職

員で行うなど、経費節減に努めた。また、公益法人会計基準に従い、適正に

会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けている。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　施設職員は国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターに配置し、一体

管理により、効率的に管理運営を行った。研修については、新型コロナウイ

ルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操作研修等は

ＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うなど、就業規

則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社会体育施設

保険に加入した。さらに、清涼飲料水等の自動販売機手数料収入を教室開催

経費に充てるなど財政の健全化を図ったほか、予算執行については、事務局

で一元管理し、必要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、各スポーツ団体等と相互に協

力・連携し、自主事業によるスポーツ教室を開催した。また、施設利用者ア

ンケート等を実施し、利用者の意見の収集に努めた。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、年間利用調整を行ったほか、「かがわ

電子自治体システム」の施設利用申込サービスを適正に運用するとともに、条

例、規則、関係法令等を遵守し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

4,130 3,609

支出実績 3,439 2,743

　収支状況等

指定管理料 -691 -866

収入実績

1

施設稼働率（テニスコート） 50.0 45.8 スポーツ教室開催日数 30 20　利用状況等

利用者数 28,034 21,109 スポーツ教室開催数 1

アンケート回収数 3 3 スポーツ教室参加者数 390 64

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園勤労者野外活動施設

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町新名２０６９番地１

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

  スポーツ教室開催事業
【施設】　砂入り人工芝テニスコート ４面、多目的ホール、研修室

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　庭球場 9：00～21：00

　　　　　　　　　多目的ホール、研修室 9：00～22：00

　　　　　　　　　毎週月曜日、年末年始は休館



施　設　名

　指定管理者

　指定期間

　所　在　地

　施設の概要

人 人

％ ％

枚 枚

千円 千円

千円 千円

千円 千円

総合評価コメント 総合評価

　高松市スポーツ施設の管理運営に関する各種規定に基づき、施設の管理運営は概ね適正に行われている。また、関係資格の取得や職員研修の実施、保険への加入等によ

り、安全管理意識の向上に努めている。さらに、エコシティたかまつ環境マネジメントシステムに基づき、環境に配慮した取組も実施している。

　総務・施設管理専門部会、各委員会等を開催し、利用促進、サービス向上等について、積極的に協議・研究が行われた。また、ホームページ及びフェイスブックの更新や

チラシの配布などによる積極的な情報提供等の取組が行われた結果、前年度に比べ、施設利用者数が増加した。今後とも、スポーツ施設条例及び規則等にのっとり、市と十

分に協議の上、柔軟かつ積極的な対応や、指定管理者側からの自発的な提案などを期待したい。

　積極的な広報活動など使用料収入の確保に取り組んだ結果、収入が増加した。また、国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターからの職員の派遣、省エネの徹底や業

務委託などの経費節減に取り組んだが、支出実績は増加した。施設の老朽化が進み、利用者からの改善要望があっても十分な対応ができず、指定管理者側にも苦労が見受け

られるが、軽微な修繕を職員が行うなど、苦労して運営していることが評価でき、今後においても、施設の老朽化等に伴う維持管理コストの増加が想定されるため、市とも

協議しながら類似施設の一体的な管理など、より効率的な管理運営を検討していただきたい。

A

５　管理に係る経費の

　　縮減

①収入の確保 ・適正な人件費
　ホームページ等で広報活動を積極的に行い、収入が前年度より増加した。

物件費については、省エネの徹底や業務委託、施設等の修繕を可能な限り職

員で行うなど、経費節減に努めた。常勤職員を置かず、定期的に国分寺橘ノ

丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋センターから職員を派遣し、施設の開閉錠や清掃

等を近隣住民に依頼することにより、無人管理とすることで、人的、経費的な

面で効率的に管理運営を行い、人件費は予算計上していない。また、公益法人

会計基準に従い、適正に会計処理を行い、税制面において優遇措置を受けて

いる。

A

②運営経費の節減対策・コミュニティビジネスの

視点

③経営の効率化

④合理的な会計制度

４　管理を安定して行う

　　ための人員及び

　　財政基盤の確保

①職員確保計画等
　常駐の職員は配置せず、定期的に国分寺橘ノ丘総合運動公園Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンターから職員を派遣し、効率的に管理運営を行った。研修については、新

型コロナウイルス感染症対策のため全体研修は中止したが、各種システムの操

作研修等はＷＥＢ研修で実施した。また、職員の健康診断を定期的に行うな

ど、就業規則及び労働関係法令の遵守に努めたほか、万一の事故に備え、社

会体育施設保険に加入した。予算執行については、事務局で一元管理し、必

要な会計監査を受け、適正である旨の報告を受けている。

A

②教育・研修

③就業規則等の遵守

④施設運営の健全性の確保

⑤損害保険等

⑥収支計画と執行管理

３　施設の効用の最大

　　限の発揮

①利用促進対策 　総務・施設管理専門部会、各委員会等において、利用促進、サービス向上

等について、積極的に協議・研究を行った。広報・ＰＲ活動については、

ホームページ、フェイスブック及びツイッターやチラシの配布など積極的に情

報提供を行い、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う影響も少

なく、利用者が前年度より増加した。また、近隣住民と相互に協力・連携

し、施設の開閉錠や清掃等を行ったほか、施設利用者アンケートを実施し、

利用者の意見の収集に努めたほか、苦情への対応を適切に行った。

B

②広報・ＰＲ対策

③企画事業・自主事業

④市・関係団体・地域等との連携

⑤サービス向上の取組

⑥相談・苦情への対応

１　基本事項

①法令上必要な知識等、安全対策、危機管理

　施設の維持管理を適切に行うため、巡回点検を徹底するとともに、施設安

全点検シートに基づく定期点検を実施した。また、緊急時に備え、防災計画

等を策定し、職場研修などを通じて全職員に対し、安全管理、危機管理意識

の向上を図った。個人情報保護、情報公開に関しては、内部規定を定め、適切

に対応した。環境への配慮としては、エコシティたかまつ環境マネジメントシ

ステムに従い、これを徹底した。

A

②個人情報の保護、情報公開、環境への配慮

２　住民の平等な利用

　　確保

①管理運営、施設事業との関連性

　施設の平等な利用を確保するため、「かがわ電子自治体システム」の施設利

用申込サービスを適正に運用するとともに、条例、規則、関係法令等を遵守

し、公平な利用者サービスを行った。

A

②平等な利用の確保

評価基準 指定管理者自己評価コメント 所管課等評価
評　　価　　項　　目

1,321 1,186

支出実績 1,532 1,480

　収支状況等

指定管理料 211 294

収入実績

施設稼働率（体育室） 72.1 70.1　利用状況等

利用者数 15,390 14,930

アンケート回収数 6 7

様式３

高松市公の施設指定管理者導入施設に対する評価 評価対象期間 ： 令和３年４月１日～令和４年３月３１日

高松市国分寺勤労青少年ホーム

公益財団法人高松市スポーツ協会 　施設所管課等 スポーツ振興課

項目名 令和３年度 　　令和２年度 項目名 令和３年度 　　令和２年度

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日（５年間） 　公募・非公募の別 非公募

高松市国分寺町福家甲３００５番地

　業務の概要

施設の維持管理・運営業務

【施設】　体育室、料理実習室、音楽室、和室

【職員の状況】　無人管理

【開館時間】　9:00～21:00　毎週月曜日、年末年始は休館


