
１　中期経営目標達成に向けたサービス向上・利用促進等の取組

 (1)　実績

 (2)　令和４年度における取組内容の見直し等

　中期経営目標
　（H29～R3）

　①個人利用者数を５年間で５％増加させます。
　②利用者アンケートにおける満足度において、利用者サービスは引き続き
９５％以上を維持し、施設の維持・管理は９５％以上を目指します。

項　目 実施内容

①　サービス向上・利用
    促進

【接遇及びお客様対応】
・年1回の接遇研修を実施
・苦情への早急な対応のため職員への周知を徹底
・体育施設管理・運営方法の見識を高めるため体育施設協会研修会に参加
・団体見学には可能な限りスタッフが同行し説明を行っている。
  施設PRとこまめな対応で、見学者に対しての積極的な利用促進を
　働きかけている（対応見学数０件、総勢０名）→新型コロナウイルスの影響に
より１件キャンセル
・窓口、電話、メールでの問い合わせに対し、その都度早急に対応
・人の出入りが多くなる大会・イベント等には、スタッフによる検温等を行い、
安心な施設に努めた。
【自主事業等の開催】
・県民の健康づくりへの意識を高めるためにISC教養講座（年６回）を実施
・自主事業の参加者を対象にアンケート調査を実施し、参加者・県民の
　幅広い年齢層のニーズに対応できるよう努めている
・アスリートの底辺拡大として「走り方教室」「動きづくり」等の内容で
  子ども向けのセミナーを実施（年３回）
・アスリート無料栄養相談を実施（月１回→月０回、新型コロナウイルス感染防
止のため休止）
・1回からでも参加できるレッスンプログラムを提供

いしかわ総合スポーツセンターの令和3年度管理状況

　施設所管課 　県民文化スポーツ部スポーツ振興課

　施設管理者 　石川県体育協会グループ

　指定期間 　平成２９年４月１日～令和４年３月３１日

②　広報活動

【施設の情報提供・広告・広報】
・ホームページの充実　http://www.ishikawa-spc.jp/index.html
　最新情報・イベント情報などの定期的な更新・運動紹介
・ネット環境のない場所でも、携帯を持っている人なら誰でも
　スポーツセンターの情報を取得できるよう携帯用サイトによる
　情報発信および施設案内を行っている
・メールマガジン登録者に、1週間に1回程度メルマガ配信を行い、
　館内の様々なイベントやメンテナンス休館などの有益な情報を提供
　（配信者数　約2,898名　令和4年3月31日現在）
・フェイスブック、インスタグラムを活用し、有益な情報を提供（FB　約
188名、インスタ　約403名）
・「ウィークリー石川」など、テレビ取材および放映によるPR
・パンフレット（自主事業用）2,000部　（施設案内用）1,000部作成
・地元紙に紹介記事の掲載を依頼（イベントや全国クラスの大会等）
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２　中期経営目標の進捗状況

186,982人

※基準値は中期経営目標における基準値

＜利用者数、貸館稼働率など利用指標に係る増減理由＞

実施内容

・ＩＳＣ教養講座（6回/年）無料
・ＩＳＣ特別講座
　様々な内容を実際に体験し、運動に関する知識や必要性などを知っていただき利用者増加につなげ
ていく取組
（筋トレ、睡眠、ウオーキング、コレステロール、姿勢など）

・イベントの充実
　様々な企画を行い運動プラスゲーム感覚で楽みながら運動を継続していただく取組
（開館記念、七夕、クリスマスなど）

・ジュニアアスリートセミナー
　瞬発力、体幹トレーニング、動作視力など様々な身体の使い方などのセミナーを行い、アスリート
の利用者増加につなげる取組
（瞬発力、体幹ＴＲ、動作視力、栄養、コーディネーショントレーニングなど）

・アスリート養成底辺拡大事業
　運動教室を通して子供の身体能力の向上と運動を好きになってもらい利用者増加につなげる取組
（走り方教室、運動教室など）

・ISCレッスンの充実
　誰でも気軽に参加できるISCレッスンの充実を図り新規利用者増加につなげる取組

・地域との健康づくり事業の開拓
　地域の婦人会や老人会の方々に体力測定の実施から運動の実践までのサポートを行い運動継続につ
なげる取組

・パーソナル事業の拡大
　スタッフによるパーソナルの充実を図り運動継続につなげる取組
（水泳、トレーニング、ストレッチ、スポーツビジョン、栄養）

測定指標
H27年度
(基準値)

R1年度 R2年度 R3年度 前年度比 基準値比 R3年度
(目標値)

(2) 貸館稼働率(％) .0㌽

(1) 利用者数（人） 211,664人 112,960人 87,180人 77.2% 41.2% 222,000人

.0㌽

利用者サービス(%) 95.7 95.1 92.8 93.9 1.10㌽ -1.80㌽ 95.0

(3) 利用者アンケート
　　における満足度

4.30㌽ 95.0

指　標

　利用者数

施設の維持管理(%) 94.7 94.5 97.6 99.0 1.40㌽

対前年度増減理由 対基準値増減理由

新型コロナウイルスの影響による
減



＜利用者アンケート結果（令和３年４月～令和４年３月実施　有効回答数82件,100件）＞

　　
回　答

良い 概ね良い やや悪い 悪い

　利用者サービス(%) 63.4% 30.5% 4.9% 1.2%

　施設の維持管理(%) 75.0% 24.0% 0.0% 1.0%



３　施設等の維持管理

(3) 植栽維持管理

・高木剪定　　　　　　　　          年３回
・高木施肥　　　　　　　　　        年１回
・低木刈込み、剪定　　    　        年４回
・低木施肥　　　　　　　　　        年１回
・芝生刈込み　　　　　　  　        年５回
・芝生施肥　　　　　　　　　        年２回
・目土散布　　　　　　　　　        年１回
・除草、病害虫駆除　　    　        適宜

(4) 警備

・館内外巡視業務（警備員１名）６回/日
・監視業務（警備員１名、カメラ監視）　４回/日
・機械警備セット時の防犯、火災、設備対応
（警備会社のセキュリティーセンターで常時３名以上の
　２４時間３６５日対応）

項　目 実施内容

(1) 清掃

・日常清掃＝常時日勤2名、朝3名、夜2名のパートを常駐させ、
　使用頻度の多い場所を中心に実施
・定期清掃＝2～3名で空いている場所より随時実施
・硝子清掃＝1～2名で随時実施。高所作業車使用時は3～4名で
　4日位の作業を実施
・構内清掃＝1回/日は点検見回りを実施

(2) 設備保守点検

・空気環境測定　1回/2か月
　（CO2、CO、浮遊粉塵濃度、気流、温度、相対湿度の測定）8か所
・上水・雑用水残留塩素測定　1回/週（月曜）
　（残留塩素濃度・Ph測定）6か所
・飲料水法定水質検査　1回/3か月
 （大腸菌、硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、
　 カルシウム・マグネシウム等、有機物、色、濁り、PH、
　 残留塩素、臭気、その他）
・雑用水水質検査　1回/2か月（大腸菌、濁度）
・受水槽の清掃と点検　1回/年　10/6実施
 （外観点検、ポンプ、ボールタップ、定水位弁、電極棒、制御盤）
・雑用水槽の清掃と点検　1回/年　10/6実施
 （外観点検、ポンプ、電極棒、制御盤）
・雑排水槽・湧水槽の清掃と点検　2回/年　7/1・1/25実施
 （外観点検、通気管、水中ポンプ、制御盤）
・自家用電気工作物月次点検　1回/月
 （受変電設備、配電設備、負荷設備、発電設備、外観点検、
　 漏れ電流測定）
・自家用電気工作物年次点検　1回/年　10/2実施
 （外観点検、接地抵抗測定、高圧絶縁抵抗測定、
　 低圧絶縁抵抗測定、保護継電器試験）
　　　　　　　　　　　　　　　等、計５９点検実施
非常電源用蓄電池交換、自動ドアの作動回数過多４箇所、センサー
感度低下１６扉（４４箇所）、コントローラ不良１扉、ハイサイド
スクリーン１２箇所故障中



４　管理運営体制

５　収支状況

 (1)　使用許可等の状況

（単位：件）

(5) 小規模修繕

券売機修繕
メインアリーナ北側ハイサイドスクリーン修繕
消防設備修繕（一式）
全身反応測定機器確認ボタン修繕
ＴＲマシン修繕
　　　　　　　　　　　　　　　等、計64修繕実施

項　目 許可件数 不許可件数 不許可理由

メインアリーナ 1,776 0

項　目 実施内容

(1) 緊急時の対応・安全
管理などの危機管理

・緊急時における各手順書　・自動通報時対応手順
・事故停電対応手順　　　　・漏電事故対応手順
・自火報等作動時対応手順　・屋内消火栓漏水対応手順
・漏油事故対応手順　　　　・自然災害時対応手順
・漏水事故対応手順　　　　・ＳＰ放水事故対応手順
・緊急時連絡体制表の表示

(2) 個人情報の管理状況

・職員向けに個人情報保護に関する研修を実施
・利用者のデータベースおよび入退館管理システムを閲覧できるＰＣはイ
ンターネットなど外部接続を制限しているほか、ウイルス対応ソフトも入
れている。また、外部の人間が閲覧できないようパスワードによるアクセ
スとなっている
・体力測定等の個人データを有するトレーニングルームのスタッフには、
個人情報保護に関する誓約書に署名させ遵守するよう指導させている
・体力測定時に「インフォームドコンセント」として測定データなどの個
人情報の適切な取り扱いに対し、署名を行っている

　合　計 6,275 0

サブアリーナ 1,499 0

会議室 749 0

マルチパーパス 1,767 0

プール 484 0



 (2)　使用料の収入実績（利用料金の収入及び減免の状況）

（単位：千円）

 (3)　収支決算

（単位：千円）

項　目 収入額 減免額 減免理由

メインアリーナ 20,174 7,838

サブアリーナ 8,018 4,664

石川県体育施設管理規則第15条の規定による
・石川県が主催する競技会等

・県体協加盟団体が主催する競技会

・障害者団体が主催する競技会等

・大会の準備または整理に使用

マルチバーパス 2,666 519

トレーニングルーム 20,619

プール 3,069 263

アリーナ 1,715

会議室 2,726 2,487

体力測定 1,632

　光熱水費 65,905

　受取利息 1 　管理費 149,043

収　入 支　出

　指定管理料 193,112 　人件費 43,705

　利用料収入 60,619

　合　計 60,619 15,771

　　４　印刷製本費 163

　　５　賃借料 1,259

　　１　委託費 133,066

　　２　什器備品 255

　　３　消耗品費 3,272

　雑収入 5

　　６　保険料 621

　　７　修繕費 3,505

　　８　租税公課 3,928

　　９　通信運搬費 1,499

　１０　旅費交通費 72

　１１　雑費 1,401

　合　計　　① 253,737 　合　計　　② 258,652

　収支差額　①－② ▲ 4,915



６　利用者からの意見、苦情、要望

７　事故、故障等

施設に体重計を増やしてほしい
現状では厳しいが、課内及び県と検
討し、改善できるものは対応してい
きたい

女子プール更衣室内のシャワードア
鍵を直してほしい

後日業者に依頼し修繕を行い対応

有料でいいので更衣室にドライヤー
を設置してほしい

課内で検討し改善できるものは対応
していきたい

プールで会話をしている人がいるの
で注意してほしい

巡回、声掛け、張り紙当での案内で
対応していきたい

更衣室でマスクをしないで会話をす
る人が多い

巡回、声掛け、張り紙当での案内で
対応していきたい

利用者でタトゥーをした人がいてイ
メージがよくない

利用規定に則りタトゥーを隠して使
用するよう声掛けで対応していきた
い

トレーニングルームに冷水器を設置
してほしい

現状では厳しいが、課内及び県と検
討し、改善できるものは対応してい
きたい

プール更衣室で携帯を使用している
人がいるので注意してほしい

巡回、声掛け、張り紙当での案内で
対応していきたい

年　月 内　容 対　応

更衣室のロッカーが小さいので改善
してほしい

現状では厳しいが、課内及び県と検
討し、改善できるものは対応してい
きたい

冷水器でうがいをする人がいるので
やめさせてほしい

巡回、声掛け、張り紙当での案内で
対応していきたい

なし

マシンを長時間独占する人をやめさ
せてほしい

利用者に「マシン長時間独占はご遠
慮ください」の案内を掲示し、積極
的な声掛けを行い対応していきたい

年　月 内　容 対　応



８　その他報告事項など

９　評価結果

○　評価基準
　　　Ａ（優）　：仕様書等に定める水準を大いに上回っており、その結果、優れた実績をあげている

　　　Ｂ（良）　：仕様書等に定める水準を上回っている
　　　Ｃ（可）　：概ね仕様書等に定める水準どおり実施されている
　　　Ｄ（不可）：仕様書等に定める水準を下回っており、改善を要する部分がある

○　総合評価
　　　Ａ（優）　：優れた管理運営がなされており、かつ、十分な実績をあげている
　　　Ｂ（良）　：優れた管理運営がなされている
　　　Ｃ（可）　：適正な管理運営がなされている
　　　Ｄ（不可）：改善が必要である

10　助言・指摘事項

・現状の外部委託の手続きについて、最も経費削減が図られるよう、できるだけ１者随契は避け、入札や見積合
わせの手法により業者選定を行うこと。

(2) 施設等の維持管理 B

・定期的にメンテナンス日を設け、設備・備品の点検
を行い利用者の安全確保に努めている
・機器、備品の取り扱いについてはスタッフが
　立ち会い、事故防止に取り組んでいる
・エントランスの間接照明や事務所の照明を
　LED化することにより省エネルギーに努めている

(3) 管理運営体制 B

・適切な職員の配置がなされており、
　業務に関する研修等が十分になされている
・非常時の連絡体制やマニュアルが定められ、
　安全対策が適切である

評価項目 評価 所見（工夫・改善点）

(1) 中期経営目標の達成に向
　　けたサービス向上・利用
　　促進等の取組

A

・アンケートや利用者の意見をできるだけ反映し、
　ハード面・ソフト面の改善等柔軟性をもった管理
　運営を行っている
・誰でも参加できる豊富な各種スポーツ教室や
　楽しみながら運動できるレッスンプログラムの
　充実を図っている
・大学、病院等と連携したスポーツ医科学事業を展開
し、トップアスリートや指導者の育成を図り、競技力
の向上に努めている

総合評価 A
・競技力向上や県民がよりスポーツに親しみやすい
　環境づくりに基づいた管理運営がなされている


