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平成 28 年度 

指定管理者導入施設における

施設所管課評価結果

〔評価基準〕

「Ｓ」：高レベルで実施されており、高く評価できた。 

 「Ａ」：適切に実施されており、問題がなかった。（不適切な事実は確認されなかった。） 

 「Ｂ」：概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、既に改善済み

である。 

 「Ｃ」：概ね適切に実施されていた。一部に不適切な部分が確認されたが、現在改善に向

けた対応中であり、近日中に改善される見込みである。 

 「Ｄ」：不適切な部分が確認されたため、改善を指示したが、未対応又は改善の見込みが

なく、指定管理者の取消し等の処分を検討する必要がある。 

施 設 名

磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場外５施設

 磐田安久路公園多目的広場・磐田稗原グラウンド

竜洋スポーツ公園サッカー場・安久路公園（公園緑地部分）

磐田スポーツ交流の里ゆめりあ（公園緑地部分）

施設所管課
自治市民部 スポーツ振興課

建設部 都市整備課

指定管理者名 磐田市体育協会グループ

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

B 

〔自治市民部 スポーツ振興課〕

・施設の維持管理については、概ね適切に管理がなされていて、特

に各グラウンドの芝生管理については、良い状態を維持してい

る。 

・施設の管理状況や委託業務の管理状況において、法定点検に関す

る書類の不足や設備の一部劣化など、一部不適切な部分が見られ

たが、直ちに対応がなされ改善されている。 

A 

〔建設部 都市整備課〕 

・公園施設及び安久路公園施設とも適切に運営されている。 

・管理上の問題点も特になく、施設の安全管理運営を行っている。
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施 設 名

磐田市総合体育館外 12 施設

 磐田弓道場・磐田かぶと塚公園グラウンド・磐田兎山公園野球場

磐田市陸上競技場・磐田城山球場・磐田相撲場 

かぶと塚公園（公園緑地部分）・兎山公園（公園緑地部分） 

東大久保運動公園（公園緑地部分） 

磐田東大久保運動公園テニスコート・磐田アーチェリー練習場 

磐田東大久保運動公園グラウンド

施設所管課
自治市民部 スポーツ振興課

建設部 都市整備課

指定管理者名 特定非営利活動法人 磐田市体育協会

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

Ｂ

〔自治市民部 スポーツ振興課〕

・老朽化が進む施設にあって対応箇所は増加傾向にあるものの、随

時対応している。 

・屋外整備も速やかに対応している。 

・施設の維持管理について、法定点検に基づく書類の不足や設備の

保守点検による指摘事項への未対応が見られるなど一部不適切

な点が見られたため、対応を指示したところ、早急に対応がなさ

れ、改善が図られている。 

・管理運営については、東大久保運動公園テニスコートの増設によ

り、利用者数が大幅に増加したが、そのほかの施設においては目

立った利用者の拡大にはつながっていないので今後に期待した

い。 

A 
〔建設部 都市整備課〕 

・全般的な施設の修繕や蜂の巣の撤去などの管理は適切に行われて

いる。 
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施 設 名

福田屋内スポーツセンター外８施設 

磐田温水プール・福田南島体育館・福田公園野球場 

福田公園テニスコート・福田公園多目的グラウンド 

はまぼう公園グラウンド・磐田市福田農村環境改善センター 

福田公園（公園緑地部分） 

施設所管課

自治市民部 スポーツ振興課

産業部 農林水産課

建設部 都市整備課

指定管理者名 ビル保善グループ

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

B 

〔自治市民部 スポーツ振興課〕

・施設の管理運営については、事業計画に沿って概ね適切に行われ

ている。 

・施設及び設備の維持管理については、点検書類や会計書類の不具

合、点検結果による指摘事項部分の修繕未対応など一部不適切な

部分が見られたため対応を指示したところ、早急に対応がなされ

改善が図られている。 

A 
〔産業部 農林水産課〕

・書類確認、現地確認及び聞き取り調査を実施したところ、概ね適

切に実施されていた。 

A 
〔建設部 都市整備課〕

・施設の維持および管理運営は適切に実施された。 
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施 設 名

磐田市竜洋昆虫自然観察公園外８施設 

磐田市竜洋海洋公園オートキャンプ場 

磐田市竜洋海洋公園レストハウス 

竜洋海洋センター体育館 

竜洋海洋センタープール・竜洋海洋公園野球場 

竜洋海洋公園多目的広場・竜洋海洋公園テニスコート 

竜洋海洋公園（公園緑地部分）

施設所管課
自治市民部 スポーツ振興課

建設部 都市整備課

指定管理者名 竜洋環境創造・遠鉄アシスト共同事業体

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

Ｂ

〔自治市民部 スポーツ振興課〕 

・日々の監視業務に気が配られているうえ、プールやカヌーといっ

た水に関わる施設であるため利用者の衛生面や安全面に特に配

慮した管理がなされており大変評価できる。 

・施設及び設備の維持管理において、設備保守点検による指摘事項

への未対応や設備の一部劣化など、一部不適切な点が見られたた

め、改善を指示したところ、ただちに改善が図られた。 

A 

〔建設部 都市整備課〕 

・利用者からの評価は概ね良好で、問題なく施設運営がなされてい

る。 

・工夫をこらしたイベントの企画、開催に加え無料送迎バスの運行

など積極的に利用者の増加に努めている。 

・非常時の対応マニュアルも整備されている。また、水難事故を想

定した訓練も実施されている。
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施 設 名

磐田市アミューズ豊田外 10 施設 

磐田天竜川グラウンド・竜洋天竜川西堀河川敷公園グラウンド 

豊田加茂グラウンド・豊田野球場・豊田加茂テニスコート 豊田

ラブリバー公園テニスコート・豊田天竜川グラウンド   

豊岡天竜川グラウンド・豊田ラブリバー公園（公園緑地部分） 

アミューズ豊田ポケットパーク 

施設所管課
自治市民部 スポーツ振興課

建設部 都市整備課

指定管理者名 ビル保善・共同 JV

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

B 

〔自治市民部 スポーツ振興課〕

・施設の管理運営については、事業計画に沿って概ね適切に行われ

ている。 

・施設及び設備の維持管理について、保守点検結果による指摘事項

への未対応や、設備・備品の一部劣化など、一部不適切な部分が

確認されたが、順次対応・改善され、概ね適切に管理されている。

Ａ

〔建設部 都市整備課〕

・豊田ラブリバー公園は利便性が高く利用者も多く人気のある公園

であり、管理は適切に対応されている。 

・休日、時間外の連絡も迅速に対応している。 

施 設 名 磐田市新造形創造館

施設所管課 自治市民部 文化振興課

指定管理者名 SBS プロモーション・静岡ビル保善グループ

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 

・講座室等について、イベントや講座、打ち合せなどに活用するこ

とで、前年度よりも利用者数を増加させることができた。 

・現在継続して行っているイベント・講座だけでなく、新しいもの

に挑戦し、集客数の増加を図ることに期待したい。 
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施 設 名 磐田市福田健康福祉会館

施設所管課 健康福祉部 福祉課

指定管理者名 しずおかビル保善・健康長寿財団グループ

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

B 

・昨年度、敷地内の雑草管理が不十分であることを指摘したが、現

在は定期的に草刈を行っており改善の傾向が見られた。 

・アンケート結果によると施設の清潔さ、職員・スタッフの対応、

手続き・申請の方法、施設内設備の使い易さ等の利用者満足度は

概ね良好である。 

・年末年始及び設点検整備のための臨時休館日を除き開館し、夏季

（8月）も営業時間を延長し、利用者の利便性向上に努めている。

施 設 名
磐田市香りの博物館外１施設

 豊田香りの公園

施設所管課 自治市民部 文化振興課

指定管理者名 パルファンミュージアム・グループ

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 

〔自治市民部 文化振興課〕

・一年間を通じて、企画展が好評で年間入館者数は前年より 6,360

人増となり、香り文化の振興に寄与している。 

・リピーター客も多い。

A 
〔建設部 都市整備課〕

・全般的な施設の運営や修繕などの管理も適切に行われている。
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施 設 名 磐田市老人ホーム楽寿荘

施設所管課 健康福祉部 福祉課

指定管理者名 社会福祉法人 遠江厚生園

指定期間 平成 25 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 

・有事に対するマニュアル等も整備されており、的確に対応してい

る。

・社会福祉法人の経験・ノウハウを生かし、精神疾患、知的障害、

虐待、ホームレス等さまざまな経緯で入所した者の状態に応じた

適確な支援等を行い、日頃から入所者に対し質の高いサービスを

提供できている。

・入所者の安全確保や善良な維持管理にも努めている。

施 設 名 磐田市勤労者総合福祉センター

施設所管課 産業部 商工観光課

指定管理者名 東海ビル管理株式会社 

指定期間 平成 24 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 

・各種講座やワークピア磐田祭では、利用者の活動支援だけではな

く、地域の方との連携を意識した取り組みが展開されており、磐

田市の活性化にも寄与している。 

・障がい者就労支援セミナーでは、事例紹介や就労現場の見学に加

え、特例子会社の紹介も新たに行われ内容の濃いものとなった。

・施設全体で老朽化が進む箇所が増加傾向にあるものの、随時対応

しており施設管理向上に努めている。また、清掃も行き届き清潔

に管理がなされている。 

・次年度は、障がい者雇用未実施の企業の参加率増加を目指した新

たな事業展開に期待したい。 
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施 設 名 磐田市豊岡地場産品ふれあい施設

施設所管課 産業部 農林水産課

指定管理者名 株式会社とよおか採れたて元気むら

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 

・自主事業としては、季節に合ったイベントや料理教室などを開催

しており、顧客の増加および地場産品の普及が期待される。 

・全体的に不適切な部分はなく、指定管理者の管理運営状況、経営

状況ともに良好であると認められる。 

施 設 名 リベーラ磐田市営駐車場

施設所管課 企画部 財政課

指定管理者名 遠鉄アシスト株式会社 

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

Ａ

・施設管理、書類確認等適切に実施されており、特に問題はなかっ

た。

・施設内清掃、お客様の対応については、苦情等不適切な部分はな

く、管理人の対応は良好であると認められる。

・実施した利用促進策の成果により、前年度売上げを上回ったこと

は評価できる。 

施 設 名 磐田市栄町自転車等駐車場

施設所管課 自治市民部 地域づくり応援課

指定管理者名 株式会社駐輪サービス

指定期間 平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

総合評価 評価理由・意見等

A 
・不適切な事実は確認されず、問題なく運営されている。


