
様式第1号

1．指定管理者の名称・所在地
【名　称】

一般財団法人　室蘭市スポーツ協会
【所在地】

室蘭市中央町2丁目9番9号

2．施設の概要

【所在地・開設年月日・施設内容】

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

3．事業の概要、自主事業
【開館時間・休館日】

(1)

： 午前9時から午後5時まで

(2) ：

： 午前9時から午後7時まで

指定管理者施設管理運営評価書(令和3年度)

部 教育部 課 生涯学習課

施設名 室蘭市体育関連施設（12施設） 指定期間 平成28年 4月 1日　～　令和 4年 3月31日

施設名 所在地 開設年月日 構造 ・ 敷地面積 施設設備

中島公園野球場 宮の森町4-1 昭和37年8月4日
鉄骨平屋建
27,000㎡

管理棟、内・外野ｽﾀﾝﾄﾞ、ｽｺｱﾎﾞｰﾄ　　外
※付属施設（多目的室Ａ・Ｂ）

祝津公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 祝津町3-4 昭和57年7月30日 6,519㎡ 管理棟兼更衣室,砂入人工芝ｺｰﾄ4面　外

祝津公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 祝津町3-3 昭和44年9月24日 12,800㎡ ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ、ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ、公園内ﾄｲﾚ　外

入江運動公園陸上競技
場

入江町1 昭和63年6月20日
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建、
31,400㎡

ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ、ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ、芝生ｽﾀﾝﾄﾞ、全天候型舗装ﾄﾗｯｸ（400m8
ｺｰｽ）､ﾌｨｰﾙﾄﾞ芝ｺｰﾄ、写真判定棟　外

入江運動公園多目的運
動広場

入江町1 昭和63年6月1日 24,000㎡ 芝生ｺｰﾄ1面

入江運動公園温水ﾌﾟｰﾙ 入江町1 平成6年10月22日
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部鉄骨
造、3,085.41㎡

一般ﾌﾟｰﾙ（25m8ｺｰｽ）、児童用ﾌﾟｰﾙ（86.9㎡）、幼児ﾌﾟｰﾙ（60
㎡）、事務室、会議室、ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ風呂、ｼｬﾜｰ室　外

室蘭市高砂ﾃﾆｽｺｰﾄ 高砂町5-14、23、27 昭和50年4月1日 8,133.74㎡
事務室、更衣室、砂入人工芝ｺｰﾄ3面ｺｰﾄ3箇
所　外

室蘭市弓道場 宮の森町1-1-2 昭和53年11月24日
鉄骨平屋建
1,291㎡

射場、的場、更衣室　外

室蘭市少年野球場 神代町30-1 昭和56年5月1日
木造平屋
25,035.80㎡

管理棟、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞA・B2面、ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ2面、ﾀﾞｯｸｱ
ｳﾄ　外

室蘭市体育館 宮の森町4-1-43 昭和45年12月1日
鉄骨造一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
造、6,500㎡

競技場、トレーニング室、卓球場、武道場、高
圧電力受電設備、暖房用ボイラー　外

室蘭市武揚体育館 栄町2-3-3 平成27年4月1日 鉄骨造2階建 競技場、更衣室､ｽﾃｰｼﾞ、ﾄｲﾚ、２Ｆｷｬｯﾄｳｫｰｸ

白鳥大橋ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 祝津町4-16-15 平成12年9月1日 35,788,23㎡ 管理棟、夜間照明、9ﾎｰﾙ×4ｺｰｽ外

施設名 開館時間 開館期間 ・ 休館日

中島公園野球場

午前6時から午後6時まで

※付属施設（多目的室Ａ・Ｂ）　午前9時から午後9時
まで

開館期間：5月1日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し

※付属施設（多目的室Ａ・Ｂ）
　 開館期間：4月1日から3月31日まで
 　休館日：月曜日、12月29日から翌年1月3日まで

4月及び10月

5月及び9月 午前9時から午後6時まで

6月、7月及び8月

祝津公園ﾃﾆｽｺｰﾄ
開館期間：4月1日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し
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(3)

4月、10月及び11月 ： 午前9時から午後5時まで

(4) ：

： 午前9時から午後7時まで

： 午前9時から午後6時まで

(5) 6月、7月及び8月 ： 午前9時から午後7時まで

： 午前9時から午後5時まで

(6)

： 午前9時から午後5時まで

：

： 午前9時から午後7時まで

(8)

(9)

(10)

(11)

： 午前7時から午後5時まで

：

： 午前7時から午後7時まで

【事業】

(1)市民体育の向上に資するため

(2)市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため

【自主事業】 ※青字…開館期間及び時間延長事業　黒字…イベント及び教室等事業

・

・

・

・

・

・

・

・ 早春野球交流会、 第40回市民ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

・ 室蘭市体育館

・

祝津公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 午前9時から午後5時まで
開館期間：5月1日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し

5月及び9月 午前9時から午後6時まで

6月、7月及び8月

5月及び9月

10月及び11月

入江運動公園温水ﾌﾟｰﾙ 午前10時から午後8時まで
開館期間：4月1日から3月31日まで
休館日：火曜日、12月29日から翌年1月3日まで

4月及び10月

5月及び9月 午前9時から午後6時まで

6月、7月及び8月

室蘭市弓道場 午前9時から午後9時まで
開館期間：4月1日から3月31日まで
休館日：無し

室蘭市少年野球場 午前9時から午後6時まで
開館期間：5月1日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し

室蘭市体育館 午前9時から午後9時まで
開館期間：4月1日から3月31日まで
休館日：月曜日、12月29日から翌年1月3日まで

室蘭市武揚体育館 午前9時から午後10時30分まで
開館期間：4月1日から3月31日まで
休館日：12月29日から翌年1月3日まで

4月及び10月

5月及び9月 午前7時から午後6時まで

6月、7月及び8月

目      的　：

業務内容　：

中島公園野球場 2020雪中ｷｯｸﾍﾞｰｽinむろらん、早春市民野球交流大会

多目的室A・B マンデーヘルシー

祝津公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 早朝ﾃﾆｽ講習会

祝津公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 早春市民ｻｯｶｰ・野球交流会、第41回市民ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会

入江運動公園 冬季体力強化ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、春季市民陸上ｽﾎﾟｰﾂ交流会、春季市民陸上自主ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ①

陸上競技場 春季市民陸上自主ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ②、秋季市民陸上自主ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ①、秋季市民陸上自主ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ②

 第45回市民健康ﾏﾗｿﾝ＆ｻﾞ・駅伝、 体幹ｽﾄﾚｯﾁ教室

入江運動公園 春季ｻｯｶｰ交流会、ｻｯｶｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ、秋季市民ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ交流会①、秋季市民ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ交流会②

多目的運動広場

入江運動公園 ﾌﾟｰﾙ専用利用開放ﾃﾞｰ、入江ﾌﾟｰﾙｷｯｽﾞ（前期・後期）、ｶｰﾋﾞﾝｸﾞｴｸｻｻｲｽﾞ、入江ﾌﾟｰﾙｼﾞｭﾆｱ

温水ﾌﾟｰﾙ

室蘭市少年野球場

月曜ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、太極拳教室、ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ教室、女性ｽﾎﾟｰﾂｻｰｸﾙ、

ｴﾝｼﾞｮｲﾋﾞｸｽ、ｱﾌﾀｰﾘﾌﾚｯｼｭ教室、親子deｽﾎﾟｰﾂ、yoga教室、ﾀﾞｲｴｯﾄ道場（前期・後期）、

ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ教室、 やさしいyoga、ｽﾎﾟﾝｼﾞﾃﾆｽ教室、GOGOﾖｶﾞ

白鳥大橋 早春市民パークゴルフ交流会、晩秋市民パークゴルフ交流会、白鳥ｶｯﾌﾟ（5月～11月毎月開催）

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 ﾊﾟｰｸの日、初心者大会、ｼﾆｱ大会、白鳥ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ祭り、用具ﾚﾝﾀﾙ、 初心者講習会

入江運動公園陸上競
技場

開館期間：4月1日から11月30日まで
休館日：開館期間中無し

入江運動公園多目的
運動広場

開館期間：5月1日から11月30日まで
休館日：開館期間中無し

(7) 室蘭市高砂ﾃﾆｽｺｰﾄ
開館期間：4月1日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し

(12) 白鳥大橋ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 
開館期間：4月21日から10月31日まで
休館日：開館期間中無し

施設の使用許可等に関する業務、施設の運営及び維持管理に関する業務、施設の安全対策に関する
業務
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4．利用実績 (5/16～6/20及び8/27～9/30（計71日）はコロナウイルス感染症により閉館）

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

※　崎守臨海公園テニスコート、崎守臨海公園野球場については、平成29年度末で廃止

※　入江運動公園芝生広場はR1年度をもって廃止（上記（5）のＨ29～Ｒ1までの数値は入江運動公園芝生広場の実績を含めたもの）

※ 多目的室ＡＢは12月1日～3月31日の121日間、改修工事のため休館

※ 入江運動公園温水プールは9月24日～10月12日の19日間、改修工事のため休館

※ 室蘭市体育館は3月22日閉館

5．収入・支出の推移 (5/16～6/20及び8/27～9/30（計71日）はコロナウイルス感染症により閉館）
（単位：千円）

6．評価の視点 （コロナウイルス感染症対策のため閉館していた期間を除く評価）
　1　施設運営

(1)条例に基づく施設の運営〔A〕 (5)利用者意見の把握と反映〔S〕
(2)施設の目的に沿ったサービス提供〔S〕 (6)関係団体等との連絡調整等〔S〕
(3)職員体制〔A〕  (7)利用実績〔　〕
(4)利用者の安全確保、緊急時の対応〔S〕 (8)個人情報保護〔A〕

 　2　自主事業
 (1)自主事業はサービス向上に役立ったか〔　〕
 (2)自主事業の実施実績〔　〕
 (3)サービス向上への努力〔　〕

専用利用（単位：件） 個人利用（単位：人）

H29 H30 R1 R2 R3 前年比 H29 H30 R1 R2 R3 前年比

中島公園野球場 117 252 241 269 98 126 28 - - - - - -

多目的室Ａ・Ｂ 173 140 245 200 205 152 △ 53 176 156 161 144 82 △ 62

祝津公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 143 32 42 28 19 27 8 3,085 3,130 3,313 2,968 2,205 △ 763

祝津公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 115 55 21 38 21 19 △ 2 - - - - - -

入江運動公園陸上
競技場

269 62 52 59 30 42 12 16,557 17,838 16,496 12,696 11,383 △ 1,313

入江運動公園多目
的運動広場

156 164 189 226 71 84 13 - - - - - -

入江運動公園温水
ﾌﾟｰﾙ

285 683 720 697 541 729 188 32,894 28,174 28,145 21,479 21,086 △ 393

室蘭市高砂ﾃﾆｽｺｰ
ﾄ

143 157 174 194 120 140 20 12,029 10,301 11,254 11,338 7,565 △ 3,773

室蘭市弓道場 288 - - - - - - 4,665 4,244 5,540 3,655 5,539 1,884

室蘭市少年野球場 116 108 120 115 98 93 △ 5 - - - - - -

室蘭市体育館 284 457 496 490 495 645 150 71,946 41,073 37,346 34,626 26,520 △ 8,106

武揚体育館 294 1,460 1,348 1,287 1,246 1,146 △ 100 - - - - - -

白鳥大橋ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ
場 

154 - - - - - - 22,282 20,260 20,022 18,082 12,892 △ 5,190

R3年度

計画 実績

料金収入等 39,542 37,228 36,165 27,654 41,684 27,036
委 託 料 166,377 164,109 169,332 170,360 166,078 166,078

コロナ感染症対策
休館分の委託料増額分 2,033 6,541 0 5,269

支　出 管理経費 211,867 202,678 208,854 201,230 207,762 207,860
収入－支出 △ 5,948 △ 1,341 △ 1,324 3,325 0 △ 9,477

施設名
開館
日数

(1)

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

収　入
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　3　施設管理
(1)建物・設備等の保守管理〔A〕 (4)指定管理者が行う修繕〔A〕
(2)備品の管理〔A〕 (5)業務の外部委託〔A〕
(3)清掃・警備・除雪・衛生管理〔S〕 (6)管理の記録〔A〕

　4　歳入歳出
(1)管理費用の経理及び管理〔A〕  (3)利用料金の収入実績〔　〕
(2)利用料金〔A〕

7．評　価 （コロナウイルス感染症対策のため閉館していた期間を除く評価）
　「S」：協定内容あるいは要求水準等に対して優れている
　「A」：協定内容あるいは要求水準等に対して良好
　「B」：協定内容あるいは要求水準等に対して課題がある

8．指定管理者から市への要望事項

【市の考え方】

9．利用者からの意見、要望等

【指定管理者としての対応】

その他（現状又は今後の管理運営について）

評価項目 評価 評価内容・課題等

1　施設運営 Ｓ
スポーツ協会加盟団体との調整会議を随時開催することで、利用者ニーズに合わせ
た運営を可能としている。
施設の情報発信、緊急時の安全対策・事故防止など、施設運営に関する項目全体を
通して、要求水準に対して優れた成果を上げている。

2　自主事業

3　施設管理 Ａ
こまめな施設巡回により、警備の強化、修繕箇所の早期発見及び早期対応が行われ
ている。冬期においての除雪作業も実施されており、作業全体を通して適切な施設管
理がなされている。

4　歳入歳出 A 　管理費用の経理は明確に区分されており、必要な帳簿を作成している。

　各施設老朽化が進み修繕箇所が多数ある。中でも陸上競技場ベンチ及び入江温水プール熱交換器は、早期修繕を要
望。

　市施設の中での優先度・必要性を担当課と協議し、早急な更新が必要と認められる場合は対応を図る。

　入江運動公園温水プールシャワー室にS字型のフック（物干し）及び小さな棚の設置を要望。

　利用者の多くは高齢者であり転倒した際の二次災害を危惧し設置は難しいと判断。

　各施設老朽化により多くの修繕箇所が報告されているが、管理運営者から見た優先順位の報告も一緒にいただきた
い。
　R4年度からは室蘭市体育館が閉館となり、新施設（入江運動公園総合体育館）の運営を行っている最中であるが、市民
への対応、施設の点検等適切に行っていただきたい。
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別表
コロナウイルス感染症対策のための閉館期間一覧

(1) 中島公園野球場 5/16～6/20及び8/27～9/30

多目的室AB 5/16～6/20及び8/27～9/30　12月1日～3月31日（改修工事）

(2) 祝津公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 5/16～6/20及び8/27～9/30

(3) 祝津公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 5/16～6/20及び8/27～9/30

(4) 入江運動公園陸上競技場 5/16～6/20及び8/27～9/30

(5) 入江運動公園多目的運動広場 5/16～6/20及び8/27～9/30

(6) 入江運動公園温水ﾌﾟｰﾙ 5/16～6/20及び8/27～9/30（コロナ）  9/24～10/12（プール点検）

(7) 室蘭市高砂ﾃﾆｽｺｰﾄ 5/16～6/20及び8/27～9/30

(8) 室蘭市弓道場 5/16～6/20及び8/27～9/30

(9) 室蘭市少年野球場 5/16～6/20及び8/27～9/30

(10) 室蘭市体育館 5/16～6/20及び8/27～9/30

(11) 武揚体育館 5/16～6/20及び8/27～9/30

(12) 白鳥大橋ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 5/16～6/20及び8/27～9/30

施設名 閉館期間等
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