
平成 29年 4月 30日

赤穂市長 明石元秀 様

赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地運動施設等 指定管理者

コナミスポーツクラブ・神戸新聞事業社・ 日本管財グループ

代表企業 株式会社ヨナミスポーツクラブ

支配人 高

平成 28年度 赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地運動施設等の事業報告について

赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地運動施設等指定管理者管理運営基準に基づき、平成 28年度管

理委託に係る事業について、別紙のとおり報告いたします。



平成28年度 施設利用料及び利用状況

≪体育館≫

≪スポーツ教室》

≪1日 体験入学≫

《スポーツ教室参加集計表》



《指導者派遣》

《コインロッカー≫

≪ふれあい事業・大会事業≫

≪城南緑地運動施設》

≪城南緑地運動施設設備使用料≫



《スポーツ用具貸出》

《窓口販売》

≪スポーツ推進事業≫

≪短期スポーツ教室事業≫



≪健康トレーニング推進事業≫



平成28年度 収支報告書

イベント費
ショップ原価

636,310
23,493
213,376
4040111

館内イヘ・ント費用
ショッフ・販売原価

入 費 計 2.277.190

営業消耗品費
レンタル料

63,402
2,147,073
144,909

17285391

平成28年度ハ・ンフレット製作費

営業備品、各教室備品費

有線放送レンタル費
トレー

=ン
ク・シ・ム、各教室講師料

こ売費計 19640.775
r■員給与
時間外手当
社員賞与
有期社員給与
法定福利費
通勤交通費
確定拠出年金

12,382,377
3,189,736
4,115,060

24,192,572
3,962,289
1,127,634
897480

49867148
通信費
旅費交通費
事務用消耗品費
システム保守料
利用手数料
支払手数料
雑費

641,062
245,178
167,138

0
48,519

405
0

電話、ファックス、郵送等費用

スタッフ営業活動等交通費
スタッフ使用の文具等消耗費

NHK、 」ASRAC利 用 料

金融機関取引手数料

事務費合計 .102.302
修 繕 費

光熱水費
少額備品費
保険料

86,570
36,336,587

126,360
769505

トレーニンク
‐
シ
‐
ムマシンワイヤー交換費用

施設の稼働光熱水費

:設費合計 37319022

賃借料
減価償却費
租税公課

45,900,000
8,629

244,400
0

13142814

施設維持管理業者への委託費

腹合機リース料
利用者、会計管理システムリース料

印紙税

:垣トト 592
169,5



平成28年度 自主事業に係る収支報告書

OyZ運動スクール
フリーマーケット
こども縁日

404,600
348,000

2,000
52,291
51,100

スポーツ推進事業
スポーツ推進事業



繊持管理ネ務全
"担

当着:●妻都

1管理業務の体制
(1)本施設の組織体制について

赤穂市民総合体育館及び赤穂城南緑地運動施設等従業員組織体制

■日本書財株式会社(■咸企業〉 ■株式会社神戸新聞●彙社 (構成企業)

(2)緊急時の対応について
,総括責任者より貴市担 当者へ連絡・報告する体制を整えることができました。

(3)災害発生時の対応について
・災害対応 自動販売機の設置、緊急時対応に必要な備品の完備及び在庫チェックの実施をいたしました。
・緊急事態発生時の対応フローを事務所内に掲示し、万―の際に直ちに対応できる体制を整えました。
・毎月17日 の「安全の日」に、緊急時のシミュレーションや施設。設備・備品等の総点検を実施いたしました。
・消防訓練を9月 12日 と12月 25日 に実施し、災害発生時の対応について確認いたしました。

(4)事故発生時の対応について
・自衛防災組織の設置、事故発生時の対応フローの事務所内掲示をいたしました。
・巡回点検表を用いた点検を実施いたしました。

2 管理業務の事業計画
(1)市 民の利便性を高めるサービス向上策の展開
。館内案内ブックの設置及び更新、館内放送での注意喚起、レスミルズプログラムの継続実施、
市内ウォーキング&ランニングマップの設置、エコキャップ運動の実施、喫茶ランの営業を行いました。

・更衣室にて盗難事案が発生しましたので、ロッカーの施錠の強化を図りました。
・屋外フィットネスとして、ウォーキングサークル及びノルディックサークルを実施いたしました。
・イベント開催時の移動式売店の準備を整えましたが、大会時に稼働する事ができませんでした。
・コナミスポーツクラブ主催の合同スポーツイベントとして、卓球大会へ参加することで調整をいたしましたが

講師から遠方地での開催のため参加を見送るとのことで参加することができませんでした。

(2)さ まざまな観点から市民の意見を収集する取組み
・施設内に「お客様の声BOX」 を設置し、ご意見の間き取り及び回答を行い、スタッフ全員で情報の共有をいたしました。
・2016年11月 に利用者アンケートを実施し、ご利用者の要望を聞き取り、運営に反映いたしました。
・利用団体会議において、様々な意見を聴取し、施設運営に活かしました。

(3)さ まざまな媒体を活用した利用促進策
。構成企業である神戸新聞社を活用して新聞広告による販促を毎月実施いたしました。
・施設ホームページを活用し、施設案内・教室スケジュール・イベント情報等、利用者の利便性を高める情報を発信し続けました。
・施設パンフレットを作成し、教室案内や利用案内の周知を行い、利用者促進を図りました。
・子どもから高齢者まで楽しめるイベントとして、体育の日に無料開放デーを実施、正月には私の目標絵馬の実施いたしました。

また、子供向けに夏休み縁 日や七タイベント、クリスマス会を実施いたしました。

(4)利用者増に向けた実現可能な取組み
・指定管理期間初年度より行ってきました送迎バスの運行を行いましたが、告知不足によりご利用者を増やすことができませんでした。
・トレーニングジムにおいて、ワンコイン体験、紹介キャンペーン、4Days体験キャンペーンなどを行い、

多くの方に体験いただき、トレーニングジムの登録者を増やすことができました。
・オリンピアイベントとして、北京オリンピックメダリストの沖口選手による体操教室やトークショーを行い、子ども達に夢と希望を

与えることができました。

(5)必須事業
・スイミングスクール、健康トレーニング事業、健康教室、種 目教室について、積極的な広報活動の実施、体験会の実施、

様々なイベントの実施などにより、在籍者数を増やすことができました。
・ベビースイミングにおいて、利便性の向上、参加率の向上を図るため、自由出席制を導入しました。

その結果、ベビースイミングの利用者を増やすことができました。
・バスケットボール教室の増設を検討いたしましたが、講師の調整がつかなかったため、増設を見送りました。

(6)自 主事業



・新しく弓道教室、ヨガ教室、ビランクスコーガ教室を導入し、多くの方に参加いただきました。
・子ども短期水泳教室を夏休みと春休みに行い、受付初 日は長蛇の列ができるほど好評を得ることができました。
・水泳記録会を秋と冬の2回実施し、常に前回を上回る参加者で開催することができました。
・ゴールデンウィークやクリスマスでスタジオスペシャルイベントを開催し、多くのご利用者に参加いただき

スタジオプログラムの活性化を図ることができました。

(7)環境への取組み
・エコキャップの回収やごみの分別をビ利用者にも協力いただき、エコ活動の推進を図ることができました。
・ご利用者にも協力いただき、節電、節水、省エネ活動を継続して行いました。

(8)個 人情報保護を徹底する各種対策
・個人情報保護に関する研修や教育を継続して実施いたしました。(9月 12日 、12月 25日 )

・個人情報保護理解度確認テストを2月 25日 に実施いたしました。
・個人情報が記載されている書類をカギのかかる棚に保管して、開館時間以外は施錠し、個人情報保護を徹底いたしました。

(9)施設の維持管理業務
・仕様書に基づき、植栽選定、害虫駆除、刈り込み、薬剤散布、施肥、除草などを行いました。

特に、中高木においては、劣化している箇所について早期の予防措置を取り、安全確保に努めました。
・バラ園は、こまめな管理 (薬剤散布、夏期灌水、施肥、夏剪定等)を行い、花とみどりのフェスティバルで

満開のバラ園とすることができ、来場者に喜んでいただけました。
・陸上競技場と野球場においては、日常整備を徹底し、利用しやすい環境を整えることができました。

しかし、一部で連絡ミスにより、整備不十分のためご利用者に迷惑をおかけすることがありました。
・テニスコートにおいては、テニス部の協力を仰ぎながら整地を行い、維持管理の徹底を行いました。

(10)建物の維持保全の実施状況
。別紙参照

(11)今年度の総括及び自己評価
・新しい教室の導入、オリンピアイベントの開催、無料開放デーの実施、体験及び紹介キャンペーンの実施などにより

在籍者数の増加やご利用人数の増加を図ることができました。
・修繕において、早期の見積取得と実施により、短期間において修繕をするオペーレーションを構築することができました。

ただし、指定管理者内での連携が十分でなかったことにより、修繕に時間がかかることもあったため、連携強化とオペレーション
の見直しは今後の課震 して残りました。

・貴市との報告、連絡、相談が不十分だつたことにより、対応が遅れた事案が発生いたしました。この点については、真摯に反省
し次期指定管理期間においては、先手を打った対応が取れる組織を構築いたします。

・ご利用者のご意見やご要望を聞き取るためにお客様の声BOXの設置や利用者アンケートを実施し、様々なお声をいただき
施設運営に活用してまいりました。しかし、貴市に直接お声が届くことも多かつたことから、ご利用者が施設に対して気軽に
ご意見を伝える環境が構築できていなかったと考えております。次期指定管理期間においては、ご利用者にもっと寄り添い
様々なご意見やご要望を直接お聞さする環境を整えていきます。



平成 28年度大会開催報告書(4月 )

【体育館】

10日 (日 ) 親善大会 (卓球)

17日 (日 ) 第2回赤穂春季ミックスバ ドミン トン大会 赤穂市バ ドミン トン協会

29日 (金) 兵庫県空手道糸東会錬成会

【武道場】

【野球場】

1日 (金) 40(月 )～7日 (木)

3日 (日 )・ 10日 (日 )

16日 (土) 29日 (金)

17日 (日 )・ 24日 (日 )

【陸上競技場】

10日 (日 ) 第19回春季会長杯グラウンドゴルフ大会 赤穂市グラウンドゴルフ協会

17日 (日 ) 第62回全日総合ソフ トボール男子赤穂予選 赤穂ソフ トボール協会

月例会 (グラウン ドゴルフ) 赤穂市グラウン ドゴルフ協会

23日 (上 ) 第53回西幡中学校女子選手権大会 (ソフ トボール) 赤穂ソフ トボール協会

24日 (日 ) 第62回全日総合男子選手権大会 (ソフ トボール) 赤穂ソフ トボール協会

【テニスコート】



平成 28年度大会開催報告書 (5月 )

【体育館】

8日 (日 ) 第37回新人戦大会 (少女ノヽレーボール) 赤穂市少女バレーボール連絡協議会

15日 (日 ) 第65回市民総合体育祭 (卓球)

29日 (日 )

【武道場】

8日 (日 )

22日 (日 ) 月例射会 (弓道)

26日 (木) 第65回市民総合体育祭 (少林寺拳法)

【プール】

【野球場】

5日 (木)・ 7日 (土)

西日本学菫西播大会 (軟式野球)

1日 (日 )・ 8日 (日 )

15日 (日 )・ 22日 (日 )

29日 (日 )

近畿秋季235大会赤穂予選 (軟式野球) 赤穂軟式野球協会

【陸上競技場】

1日 (日 )・ 8日 (日 ) 第68回県民体育大会男子の部赤穂予選 (ソフ トポール) 赤穂ソフ トボール協会

15日 (日 )

22日 (日 )

27日 (金) 月例会 (グラウン ドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会

第65回市民総合体育祭一般男子 (ソ フ トボール)

【テニスコート】

第65回市民総合体育祭中学生男子の部 (ソ フ トテニス)

15日 (日 ) 第65回市民総合体育祭中学生女子の部 (ソ フ トテニス)



平成 28年度大会開催報告書(6月 )

【体育館】

5日 (日 ) ソフトノヾレーボール大会 赤穂市バレーボール協会

12日 (日 ) 第35回三市バ ドミントン大会 赤穂市バ ドミン トン協会

19日 (日 ) 第65回市民総合体育祭 〈家庭バレーポール)

第65回市民総合体育祭 (少女バレーボール)

【武道場】

2日 (本) 第65回市民総合体育祭 (少林寺拳法)

19日 (日 ) 月例射会 (弓道)

【野球場】

5日 (日 )

12日 (日 )・ 19日 (日 ) 近畿秋季1部大会赤穂予選 (軟式野球)

18日 (土)

西日本選手権大会赤穂予選 (軟式野球)

【陸上競技場】

第41回赤穂市小学校陸上競技大会

12日 (日 )・ 19日 (日 ) 第58回都市文」抗赤穂予選大会 (ソフ トボール) 赤穂ソフ トボール協会

24日 (金) 月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会

26日 (日 ) 第45回親善ソフ トボール大会 赤穂ソフ トボール協会

【テニスコート】

赤穂市ソフ トテニス協会

12日 (日 ) 第65回市民総合体育祭一般の音B(ソフ トテニス)



平成 28年度大会開催報告書(7月 )

【体育館】

2日 (土)

2日 (土)・ 3日 (日 ) 市中学総合体育大会 (バ レーボール)

9日 (土)・ 10日 (日 ) 赤穂市民総合体育祭 υ スヾケットボール)

16日 (土)・ 17日 (日 ) 西播中学校総合体育大会 (剣道)

23日 (土)

24日 (日 )

30日 (■) 31日 (日 ) 全日本卓球選手権大会カルテット西播地区予選会

【プール】

3日 (日 ) 市中学総合体育大会 (水泳)

10日 (日 ) 西播中学校総合体育大会 (水泳)

31日 (日 ) 赤穂市民総合体育祭 (水泳)

【武道場】

市中学総合体育大会 (柔道)

9日 (土 ) 播州西
=β

ブロック大会 (少林寺拳法)

17日 (日 ) 赤穂市民総合体育祭 (弓道)

【野球場】

市中学総合体育大会 (野球)

3日 (日 ) 西日本選手権大会赤穂予選 (軟式野球)

10日 (日 )

16日 (上)・ 17日 (日 )

24日 (日 ) 近畿秋季1部西播大会 (軟式野球)

【陸上競技場】

3日 (日 ) 第45回親善ソフ トボール大会 赤穂市ソフ トボール協会

10日 (日 ) 赤穂市民総合体育祭 (グラウンドゴルフ)

17日 (日 )・ 24日 (日 ) 第38回赤穂選手権大会 (ソ フ トボール) 赤穂市ソフ トボール協会

月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会
30日 (土)・ 31日 (日 ) 第37回西播高校女子選手権大会 (ソ フ トボール) 赤穂市ソフトボール協会

【テニスコート】



平成 28年度大会開催報告書(8月 )

【体育館】

7日 (日 ) 家庭婦人バレーボール大会 赤穂市家庭バレーボール協会

20日 (土 ) スポーツ先進都市バスケットボールクリニック

21日 (日 )

28日 (日 ) 第10回赤穂義士杯青少年柔道大会

【武道場】

21日 (日 ) 月例射会 (弓道)

28日 (日 ) 第10回赤穂義士杯青少年柔道大会

【野球場】

1日 (月)～5日 (金)

6日 (土)

7日 (日 ) 市民体育祭兼都市対抗赤穂予選 (軟式野球)

14日 (日 ) 28日 (日 ) 県選手権C級大会赤穂予選 (軟式野球)

13日 (上)

15日 (月 )～27日 (土)

29日 (月 )～31日 (水)

高校野球秋季西播地区大会 西播磨高等学校野球連盟

【陸上競技場】

第9回赤穂市フィール ドカーニバル

月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会

27日 (上)・ 28日 (日 ) 第28回赤穂フレッシュカップソフ トボール大会 赤穂ソフトボール協会

【テニスコート】



平成 28年度大会開催報告書(9月 )

【体育館】

11日  (日 )

第37回少女バレーボール選手権大会 赤穂市バレーボール協会

18日 (日 ) 第69回赤穂秋季団体バ ドミントン大会 赤穂バ ドミントン協会

22日 (木) 定住自立圏 トップアスリート招聘事業 (パ レー)

25日 (日 ) 市民総合体育祭 (バレーボール)

【副競技場】

【武道場】

【プール】

【野球場】

3日 (土)・ 4日 (日 )

11日  (日 )

17日 (土) 24日 (土)

ナイトラン&ランニングクリニック 15:00～21:OO
18日 (日 )・ 25日 (日 )

【陸上競技場】

4日 (日 ) 第55回赤穂市長杯ソフ トボール大会 赤穂ソフ トボール協会

市中学校新人体育大会 (陸上競技)

第7回東備西播定住日立圏域市町親善グー トボール大会 赤穂市ゲー トボール協会

18日 (日 )・ 25日 (日 ) 第55国会長杯ソフ トボール大会 赤穂ソフ トボール協会

月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会



平成 28年度大会開催報告書(10月 )

【体育館】

市中学校新人体育大会 (卓球 パレーボール)

11100～ 12:CO
9日 (日 ) コーヒーカップソフトバレーボール大会 赤穂市バレーボール協会

15日 (■ ) 西播中学校新人体育大会 (剣道)

23日 (日 )

30日 (日 )

【副競技場】

【武道場】

市中学校新人体育大会 (柔道)

15日 (上) 西播中学校新人体育大会 (柔道団体)

23日 (日 ) 月例射会 (弓道)

【野球場】

市中学校新人体育大会 (野球)

2日 (日 )
市中学校新人体育大会 (野球)

9日 (日 )

16日 (日 )・ 23日 (日 ) 播但A・ B級大会赤穂予選 (軟式野球)

29日 (土)・ 30日 (日 ) 播但学童野球大会 (軟式野球)

【陸上競技場】

赤穂市中学校体育連盟

ランニングクリニック

16日 (日 )

19日 (水) 高齢者大学祭グラウンドゴルフ大会

22日 (■)・ 23日 (日 ) 第43回西播中学校女子中央大会 (ソ フ トボール) 赤穂ソフ トボール協会

月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ大会

第15回小学生リレーカーニバル



平成 28年度大会開催報告書(11月 )

6日 (日 ) 第28回忠臣蔵旗少年剣道大会

13日 (日 ) 第6回赤穂シティマラソン大会

赤穂市バレーボール協会20日 (日 ) 第36回発足記念大会 (少女パレーボール)

23日 (水) AKB杯 (バレーボール) 赤穂市バレーボール協会

27日 (日 ) 神戸新聞社杯 (家庭ノヽレーボール) 赤穂市バレーボール協会

6日 (日 ) 第28回忠臣蔵旗少年剣道大会

13日 (日 ) 第6回赤穂シティマラソン大会

3日 (木)

6日 (日 )

13日 (日 ) 第6回赤穂シティマラソン大会

20日 (日 ) 月例謝会 (弓道)

6日 (日 )・ 20日 (日 ) 播但C大会赤穂予選 (軟式野球)

23日 (日 )

ジョイントスポーツアカデミー硬式野球大会

27日 (日 ) 西日本1部軟式野球大会

13日 (日 ) 第6回赤穂シティマラソン大会

20日 (日 ) 第20回発足記念大会 (グラウン ドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会

月例会 (グラウン ドゴルフ) 赤穂市グラウン ドゴルフ協会

第28回赤穂市学年月U大会 (ソフ トテニス) 赤穂市ソフ トテニス協会

赤穂市ソフ トテニス協会



平成 28年度大会開催報告書(12月 )

3日 (土)・ 4日 (日 ) 赤穂市長杯バスケットボール大会 赤穂市バスケットボール協会

11日  (日 ) 赤穂義士祭奉賛剣道大会 (個人戦)

14日 (水)

18日 (日 ) 第28回榊杯バ ドミントン大会 赤穂バ ドミントン協会

神戸新聞社杯 (家庭バレーボール) 赤穂市バレーボール協会

14日 (水)

赤穂義士祭奉賛柔道大会 (1固人戦)

11日  (日 )

14日 (水)

赤穂義士祭奉賛柔道大会

赤穂義士祭奉賛剣道大会

赤穂義士祭奉賛弓道大会

18日 (日 ) 赤穂弓反会納謝会 (弓道)

3日 (土 ) 全日本少年中学校野球大会 (軟式野球)

4日 (日 ) 西日本1部大会赤穂予選 (軟式野球)

10日 (土 )

11日 (日 )・ 18日 (日 ) 西日本2部軟式野球大会 (軟式野球)

17日 (日 )

赤穂義士旗争奪親善ゲー トボール大会 赤穂市ゲートボール協会

11日 (日 )・ 18日 (日 ) 市民体育祭社会人サッカー大会

14日 (水)



平成 29年度大会開催報告書(1月 )

22日 (日 ) 第36国会長杯少女バレーボール大会 赤穂市少女バレーボール連絡協議会

AKBカ ップ (バスケットボール) 赤穂市バスケットボール協会

8日 (日 )

22日 (日 ) 月例射会 (弓道)

市中学校新人体育大会 (駅伝)

21日 (上)・ 22日 (日 )

27日 (金) 月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会

29日 (日 ) 第20回新春大会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会



平成 29年度大会開催報告書(2月 )

赤穂市少女バレーボール連絡協議会5日 (日 ) 第31回赤相大会 (少女ノヽレーボール)

12日 (日 )

赤穂市家庭バレーボール連絡会19日 (日 )
第2回東備西播定住自立圏推進交流
レディース家庭バレーボール大会

第33回赤穂オープンバ ドミントン大会 赤穂市バ ドミン トン協会26日 (日 )

5日 (日 )

19日 (日 ) 月例会 (弓道)

西日本1部大会赤穂予選 (軟式野球)5日 (日 )

12日 (日 ) 19日 (日 )

26日 (日 )

12日 (日 )・ 19日 (日 ) 赤穂SSカ ップ2016(サッカー)

赤穂市グラウンドゴルフ協会月例会 (グラウンドゴルフ)



平成 29年度大会開催報告書(3月 )

5日 (日 ) 第39回送別大会 (少女バレーボール) 赤穂市少女バレーボール連絡協議会

12日 (日 ) 普及大会 (バレーボール) 赤穂市家庭バレーボール協会

19日 (日 )

赤穂市室内カーリング大会

会長杯 (バスケットボール) 赤穂市バスケットボール協会

27日 (月 )～30日 (木 )

4日 (土)・ 11日 (土 )

5日 (日 )・ 12日 (日 )

19日 (日 )
高松宮賜杯2部軟式野球大会 赤穂軟式野球協会

18日 (■)・ 20日 (月 ) マク ドナル ド学童大会 (軟式野球)

24日 (金)・ 25日 (上)

27日 (月 )～31日 (金 )

平成29年度高校野球春季西播地区大会 西播磨高等学校野球連盟

5日 (日 )・ 12日 (日 ) 赤穂SSカ ップ2016(サッカー) 赤穂サ ッカー協会

第7回赤穂市フィール ド&長距離記録会

24日 (金) 月例会 (グラウンドゴルフ) 赤穂市グラウンドゴルフ協会


