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（基本方針） 

 当施設群は第 3 期から公益財団法人京都市スポーツ協会を代表団体とした事業体で継続し

て管理しており、第 4 期指定管理開始にあたり、設備の保守管理等業務を担当してきた近建ビ

ル管理株式会社に加え、ファシリティマネジメント業界の全国トップ企業でもあるイオンディ

ライト株式会社を加えた３社で共同事業体を構成し、５つの基本理念をもって管理運営にあた

りました。 

 

 基本理念 『魅力あふれるスポーツの場づくり』の継続実現に向けて 

(1) 安心・安全を第一とした管理運営 

(2) 公共スポーツ施設としての公平性と柔軟性を兼ね備えた管理運営 

(3) 関係団体との連携によるスポーツ振興や競技力向上を見据えた管理運営 

(4) 多様化する利用者のニーズに対応した管理運営 

(5) 施設の特徴を理解し、地域に密着した管理運営 

 

１ 事業の実施結果及び施設の利用実績 

(1) 事業の実施状況 

ア スポーツ情報提供事業 

(ｱ) 「情報誌ダッシュ！」の発行 

当事業体の情報及びイベント事業にあわせて、プロスポーツ団体の情報及び貴市

の取り組み等を代表団体である公益財団法人京都市スポーツ協会の情報誌に掲載

し、積極的な情報発信に努めました。 
 

(ｲ) ホームページや Facebookを活用した施設の情報発信 

代表団体である公益財団法人京都市スポーツ協会のホームページで、利用方法や

施設の詳細について、わかりやすくホームページに掲載するとともに、Facebook等

を活用することで施設の最新情報を発信しました。 
 

イ 第 16回みんなのスポーツフェスタ（京北ウオーク） 

「するスポーツ」の提供として、子どもから高齢者まで幅広い年齢層が気軽にスポ

ーツに親しめる「みんなのスポーツフェスタ」の一環として、京北運動公園を中心と

する京北地域でウオーキング事業を実施しました。 

【実施日時】2019年 10月 27日（日）午前 10時スタート 

【実施内容】歴史が生きるまちを歩く (9Kmコース・14kmコース） 

【参加人数】103人 

 

ウ クラブハウスの貸出事業 

京北運動公園のモデルハウスを改修し、クラブハウスとしての機能を設けることに

より、利用者が休憩できるスペース及び雨天時の避難所を確保し、安全対策を講じる

とともに、利用者ニーズに応え、京北地域の活性化を図ることを目的として、クラブ

ハウスの貸出を実施しました。 

【利用件数】17件 
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エ 自動販売機の設置 

利用者にとって便利な場所に飲料の自動販売機を設置し、施設利用者の利便性を高

め、利用者サービスの向上を図りました。 

 

オ 物品貸与事業の実施 

利用者の利便性を高めるために、サッカーゴールの貸与を実施し、サービス向上に

努めました。 

 

(2) 施設の利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 
2019 2020 2021 2022 

件数 利用率 件数 利用率 件数 利用率 件数 利用率 

グラウンド 97 11.5       

テニスコート 793 11.2       
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京北 合計

　指定管理料 5,344,026 5,344,026

　利用料金収入 1,870,280 1,870,280

　その他収入 0 0

指定管理収入合計 7,214,306 7,214,306

人件費 3,680,713 3,680,713

通信費 245,066 245,066

備品費・消耗品費 578,683 578,683

修繕費 583,980 583,980

燃料費・光熱水料費 889,097 889,097

保険料・租税公課 40,040 40,040

外部委託費 1,006,878 1,006,878

その他物件費 23,047 23,047

指定管理支出合計 7,047,504 7,047,504

指定管理収支 166,802 166,802

事業収入（その他） 75,000 75,000

その他収入合計 75,000 75,000

人件費 19,266 19,266

外部委託費 0 0

その他事業経費 0 0

その他支出合計 19,266 19,266

その他収支 55,734 55,734

事業収入（物販） 274,022 274,022

物販収入合計 274,022 274,022

人件費 192,627 192,627

外部委託費 0 0

その他事業経費 0 0

物販支出合計 192,627 192,627

物販収支 81,395 81,395

収支差額合計 303,931 303,931

指
定
管
理
収
支

そ
の
他
収
支

２ 経費の収支決算 
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３ 建築物及び設備機器等の維持管理 

良好な環境衛生や美観の維持、さらに安全かつ快適な空間を保つための適切な施設・設備・

植栽などの維持管理に努める一方で、市民が「安心・安全」に施設を利用できるよう、建物

や設備機器を管理しました。 

当施設においては、外観やその設備機器の経年劣化が著しい箇所があるため、予防保全の

考え方に基づいた修繕・改修計画を作成し、これに従い効果的かつ効率的な計画修繕を貴市

とともに実施していきます。 

(1) 2019年度 主な修繕・改修実績 

・ ソーラー時計更新工事 

・ 専門業者による遊具点検 

 

(2) 市内中小企業への発注 

京都市公契約基本条例に即して、特殊な技術等を除くほとんどの案件について、可能な

限り京都市内中小企業への発注を行いました。 

2019年度 市内中小企業発注比率： 85.7％（6／7件） 

 

４ 利用者ニーズの把握状況 

(1) 利用者ニーズの把握方法 

当施設群を利用される幅広い方々の多様な意見や要望を広く集め、タイムリーに管理運

営へ反映していくことが利用者の満足度を上げていくための良好な方法であると考えて

おります。利用者が公園や施設を利用されるその時に感じられた様々な意見をその場でお

聞かせいただけるよう多様な聞き取り手段を準備し、即時に管理運営に反映できる状況を

作り、きめ細かなサービスの提供に努めました。 

・ 施設職員による直接聞き取り 

・ 「ご意見箱」の設置 

・ 電話や FAX、Eメールによるご意見の受け付け 

 

(2) 利用者ニーズへの対応状況 

テニスコートのネットと、日除け対策のパラソルを更新しました。 

 

５ その他 

 (1) サービスの提供計画 

ア 公平なサービスの考え方 

当施設は、広く市民が利用できることのほか、各種競技団体が開催する大会等の利

用があり、スポーツ振興の観点を大切にしながら、以下の 5つを基本としてバランス

のとれた質の高いサービスを提供するように努めました。 

【基本方針】「サービス」「参加」「活動」「施設提供」「施設利用」の公平性 

 



- 5 - 

 

イ 効率的職員配置 

職員の配置については、常にサービスの向上を念頭におき、同時に無理・無駄を省

きコストを削減するため必要最小限の職員数を確保しつつ、大会利用時や施設メンテ

ナンス時には弾力的に職員を重点配置するよう心掛け、適時・適所に有用な人材が配

置できるよう努めました。 
 

ウ 職員の育成・研修体制 

施設の良好な管理運営を行うため、利用者サービスのさらなる向上と危機管理対応

力向上を目的に研修を行いました。 

【研修内容】防災研修 

 

 (2) 災害等非常時の危機管理及び防災対応 

ア 防災訓練等の実施 

万が一の災害に備え、利用者の安全確保を第一に優先し、迅速かつ的確な指示がで

きるよう、防災訓練を実施しました。 

〈地震防災訓練〉（シェイクアウト訓練） 

【実施日】2020年 3月 11日（水） 

 

イ 熱中症の対応について 

利用者への水分補給等、熱中症対策についての声掛けや掲示物による注意喚起を積

極的に行い、利用者自身の体調管理に関する意識啓発に向け、各施設にも経口補水液

を常備することで、より安全なスポーツ・レクリエーション活動をサポートしました。 

 

ウ 雷対策について 

屋外施設であるため、雷警報機(ストライクアラート)を備え、利用者への無料貸出

を積極的に行い、安全に施設利用できるようサポートに努めました。 

 

エ 新型コロナウイルス感染症防止対策について 

国のガイドラインや貴市の定める対策方針等に従い、利用者への注意喚起や啓発ポ

スターの掲示、園内放送や巡回を実施したほか、アルコール消毒液や次亜塩素酸水を

配備して安全衛生に努め、新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止に取り組みま

した。 

 

 (3) 利用促進の各種取組 

ア 物品貸与事業の実施 

利用者の利便性を高めるために、サッカーゴールの貸与を実施し、サービス向上に

努めました。 
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イ ホームページや Facebookを活用した施設の情報発信（再掲） 

利用方法や施設の詳細について、わかりやすくホームページに掲載するとともに、

Facebook等を活用することで施設の最新情報を積極的に発信しました。 

 

(4) 環境の取組 

ア KES STEP1認証取得 

様々なエコに関する取り組みの基礎として、2009 年 7 月 1 日に環境マネジメント

システム・スタンダード KES STEP1を認証取得しました。当事業体のスタッフにおい

ては、日常的に省エネルギー対策に取り組み、節水やこまめな消灯を徹底し、利用者

の協力が必須になる環境への取組については、ゴミの持ち帰りや省エネルギー等、積

極的な声掛けやポスター掲示等を行い、可能な限り協力を得て取り組みました。 

 

イ エコステーションの設置（市民スポーツ会館へ集約） 

(ｱ) テニスボールのリユース活動 

(ｲ) ペットボトルキャップのリサイクル 

(ｳ) 使用済み乾電池の回収 

 

(5) その他 

ア 施設周辺の清掃活動（地域清掃活動）の取組み 

施設の内側以外に周辺区域の美観を保つために、周辺に落ちているゴミを拾う清掃

活動を毎月 1回実施しました。 

 

イ サイクルステーションの設置 

京北地域ではサイクリングをする人が多く訪れることから、休憩などで気軽に立ち

寄れる場所を設置しました。 

 

６ 管理運営業務の自己評価 

地域一帯でのウォーキングイベントの実施や、ホームページや会報誌による施設情報及びス

ポーツ情報を発信する等、きめ細かなサービス提供に努め、利用者満足度の向上に取り組んだ

結果、施設の利用率としては、グラウンドはほぼ現状維持、テニスコートは増加しました。 

収支状況としては、指定管理業務及び自主事業とも黒字決算を達成しました。 

施設の維持管理においては、テニスのハードコートや整備車などの経年劣化が進んでいるた

め、こまめな小修繕を計画的に実施、管理経費の縮減を図り、トータルコストの削減が達成で

きるよう努めていきます。 

市内中小企業への発注比率は、目標である 90％を下回り、85.7％に留まりました。発注件

数の総数が少ないため、１件の割合が大きいことも要因の一つですが、次年度は目標比率を達

成できるよう努めます。 

今後も引き続き、共同事業体としての特色を最大限に活かし、一層の利用者サービス向上と

効率的な管理運営、事業のさらなる推進を図ってまいります。 

 


