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第１ 事業評価の目的 

 

新宿区では、区民のスポーツ活動及びレクリエーション活動を推進し、健康と

体力の増進及び区民生活の向上を図るための施設として「新宿スポーツセンター」

を運営しています。また、区民に生涯学習・スポーツの場を提供するとともに、

生涯学習・スポーツに関する活動を行う団体を育成し支援することにより区民と

ともに生涯学習・スポーツの振興を図るための施設として「新宿コズミックスポ

ーツセンター」、「大久保スポーツプラザ」及び「公園における運動施設」を運営

しています。このほか、区民が文化的活動等に親しむことができる機会及び場所

を提供し、生涯学習の振興を図るための施設として「生涯学習館」を運営してい

ます。これらの施設を総称して「生涯学習施設」としています。 

「新宿スポーツセンター」の管理運営については、平成１８年度から指定管理

者制度を導入し、平成２８年度から平成３２年度までの第３期目は、公募により

「新宿スポーツコミュニティ共同事業体」が指定され、管理運営業務を行ってい

ます。 

「新宿コズミックスポーツセンター」、「大久保スポーツプラザ」、「公園におけ

る運動施設」及び「生涯学習館」の管理運営については、平成１８年度から指定

管理者制度（非公募）を導入し、平成２８年度から平成３２年度までの第４期目

も非公募により「公益財団法人新宿未来創造財団」が指定され、管理運営業務を

行っています。 

指定管理者が行う管理運営業務の具体的な内容は、区が提示する管理仕様書、

各指定管理者が提出する事業計画書、区と指定管理者が締結する協定書で定めて

います。 

区では、指定管理者の管理運営業務が協定書の定めに従い適正に行われたか、

また、施設の設置目的に沿って運営され、施設利用者へのサービスの向上がなさ

れたかを検証するため、毎年度終了後、指定管理者の管理運営業務に係る事業評

価を実施しています。 

事業評価は、公正を期すために第三者の目でチェックを行い、評価結果につい

ては、今後の管理運営業務に反映させ、より良いサービスを提供するために、各

指定管理者にも通知します。 
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第２ 評価の概要 

 

評価は、「新宿区立生涯学習施設の指定管理者の管理業務に係る事業評価に関

する要綱」に基づき行いました。 

 

１ 評価者 

新宿区立生涯学習施設指定管理者評価委員会 

 

２ 評価委員会の構成 

５名（外部委員３名、内部委員２名） 

所属・役職 氏名 備考 

早稲田大学 

教育・総合科学学術院教授 
坂内 夏子  

公認会計士 阿部 かおり  

新宿区体育協会副会長 福本 敏正  

地域振興部箪笥町特別出張所長 木内 國弘  

地域振興部戸籍住民課長 神崎 章 委員長（互選による） 

 

３ 評価期間 

  平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

４ 評価委員会の内容 

（１）日時 平成３０年８月１日(水) ９時００分 ～ １６時００分 

（２）会場 ア 新宿スポーツセンター ２階 大会議室（午前） 

     イ 新宿コズミックスポーツセンター ３階 小会議室（午後） 

（３）内容 ア 各指定管理者の評価について 

    （指定管理者事業説明、質疑応答及び各委員項目評価） 

イ 各指定管理者の評価まとめ 

ウ 評価報告書について 

 

５ 評価項目 

（１）施設の運営に関すること 

（２）利用・サービスに関すること 

（３）施設・設備の管理に関すること 

（４）管理運営経費に関すること 

（５）事業に関すること 
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６ 評価対象 

（１）現地視察（「公園における運動施設」及び「生涯学習館」視察は１施設ずつ

実施） 

（２）平成２９年度事業実施状況報告書  

（３）事業計画書 

（４）指定管理者からの説明及び質疑応答 

 

７ 評価方法 

（１）評価手法 

指定管理者からの事業報告及び質疑応答を経て、各委員が評価項目ごとの個

別評価及び総合評価を行いました。その後、意見交換を行い、各委員の総合評

価の平均値により全体評価を決定しました。 

 

（２）評価基準 

評価は次のとおり４段階評価で行いました。 

４： 優良 

３： 良 

２： 適当 

１：  課題あり 
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第３ 新宿スポーツセンター 

１ 施設の概要 

（１）指定管理者 

   新宿スポーツコミュニティ共同事業体 

 

（２）指定管理期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

 

（３）施設内容 

施設の名称 新宿スポーツセンター 

所在地 新宿区大久保三丁目５番１号 

建物の概要 ・建築構造   鉄骨・鉄筋コンクリート造  

地上５階・地下１階 

・敷地面積   ７，１７４．２５９㎡ 

       （東京都の公園施設設置許可を受け、東京都立 

戸山公園の一部を使用） 

・延床面積   １４，９４９．８２８㎡ 

・開設年月日  昭和５９年１０月１０日 

建物内容 ５階   洋弓場      ７人立 ３０ｍ 

     多目的コート   ７００㎡ １周７０ｍ 

     ジョギングコース １周１６０ｍ 幅１．５ｍ 

４階   第二武道場    木床 １５ｍ×３０ｍ 

     大体育室選手控席 ２９６席 

３階   大体育室     ４５ｍ×３６ｍ 

小体育室     １６ｍ×３０ｍ 

     第一武道場    １９６畳 １５ｍ×３０ｍ 

２階   トレーニング室  １２ｍ×３０ｍ 

     大会議室     １６８㎡ １１７席 

     小会議室     １０８㎡ ８４席 

     スタジオＡ・スタジオＳ・談話コーナー 

※指定管理者により、健康体力相談室及び談話コーナ

ーの一部をスタジオとして運用 

１階   プール 一般用  ２５ｍ×８コース 

（競泳プール公認） 

              水深１．２ｍ～１．５ｍ 

         幼児用  ６ｍ×１７ｍ 

              水深０．６ｍ～０．７ｍ 

     幼児体育室    １９８㎡ 

     事務室、救護室 

地下１階 駐車場：１７台（障害者用１台） 

※指定管理者により、２段式駐車場を１段で運用 
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（４）管理運営業務 

  ア スポーツセンターの利用に関する業務 

イ スポーツセンターの利用者への助言、指導及び相談に関する業務 

ウ スポーツ活動及びレクリエーション活動の普及及び推進に関する業務 

エ 条例第１９条に規定する団体登録、条例第２０条に規定する利用の承認、

条例第２１条に規定する利用の不承認及び条例第２２条に規定する利用承

認の取消し等に関する業務 

オ 条例第２５条に規定する利用料金の納入、条例第２７条に規定する利用料

金の減免及び条例第２８条に規定する利用料金の返還に関する業務 

カ スポーツセンターの施設、付帯設備その他の設備の維持管理に関する業務 

キ その他スポーツセンターの管理に関し、新宿区が必要と認める業務 
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２ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

 

 

 
注）全体評価は、各評価委員による「総合評価」の平均値により、次のとおりとする。

総合評価の平均値が、  3.5以上     の場合 ： ４（優良） 

2.5以上 3.5未満 の場合 ： ３（良） 

1.5以上 2.5未満 の場合 ： ２（適当） 

1.0以上 1.5 未満 の場合 ： １（課題あり）

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること 3 3 3 3 4 16 3.2 

２ 利用・サービスに関すること 3 3 3 3 4 16 3.2 

３ 施設・設備の管理に関すること 3 2 2 2 4 13 2.6 

４ 管理運営経費に関すること 3 3 3 4 4 17 3.4 

５ 事業に関すること 3 2 3 4 4 16 3.2 

総合評価 3 3 3 3 4 16 3.2 

全体評価 3（良） 
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（１）各項目に対する個別評価 

 

ア 施設の運営に関わること 

    施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制」「職員教育」

「緊急時の対応」「区との連絡調整」「適正な労働環境の確保」等について評

価しました。 

      

〔評価結果〕（平均３．２点） 

・年間利用者数が計画を約 20％上回っている点は評価できます。 

・運営に特に問題はないと考えます。 

 

イ 利用・サービスに関すること 

    「利用手続」「サービス水準の確保」「利用者サービスの向上」「利用者対

応・接遇」「利用者要望の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切

に行われているかについて評価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．２点） 

・利用者のリクエストに最大限応えようとする姿勢が見て取れます。 

・利用者の要望に応え、トレーニングマシンの増設等を行っていること 

 が評価できます。 

 

 

ウ 施設・設備の管理に関すること 

    施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「施設修繕・備品

管理」「省エネルギー・省資源」等について評価しました。 

           

 

〔評価結果〕（平均２．６点） 

・アンケートで修繕に関する要望が目立ちますが、適宜対応を行っている 

ことがうかがえます。 
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エ 管理運営経費に関すること 

    管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標

とする利用収入・収益率の達成について評価しました。 

            

 

〔評価結果〕（平均３．４点） 

・区へ収益を還元できている点は評価できます。 

・積極的な経費節減策がとられています。 

    

 

オ 事業に関すること 

    事業について、事業計画や施設の設置目的に照らし合わせ、事業の実施内

容及びその効果について評価しました。 

 

 

〔評価結果〕（平均３．２点） 

 ・オリンピック・パラリンピックの気運醸成を図るため、積極的に取り組

みを行っているのが見て取れます。 

 

 

 

（２）全体評価 （総合評価平均３．２点） 

 

総合的に判断して、施設の管理運営業務は概ね良好に行われたと考えられます。 

 特に、年間利用者数が計画と比べて増となった点や、収支結果が良好な点が評

価できます。施設の利用率、稼働率、利用者満足度ともに高く、利用者が増え続

ける中で共同事業体として構成団体間で協力し、最大限の努力をしている姿勢が

見て取れます。 

施設の老朽化により修繕が必要な箇所については、引き続き迅速に対応し、利

用者が安全に利用できるよう適切な維持管理に努めてください。 
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第４ 新宿コズミックスポーツセンター 

１ 施設の概要 

（１）指定管理者 

   公益財団法人新宿未来創造財団 

 

（２）指定管理期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

 

（３）施設内容 

施設の名称 新宿コズミックスポーツセンター 

所在地 新宿区大久保三丁目１番２号 

建物の概要 ・建築構造   鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上８階・地下３階 

・敷地面積   ４，７９０．７０㎡ 

・延床面積   １８，６８９．６６㎡ 

（コズミックスポーツセンターは１４，５３１．４４㎡） 

・開設年月日  平成４年１０月１０日 

建物内容 ４階～８階   新宿区立教育センター 

（教育支援課事務室を含む） 

３階      大会議室       １３９㎡ ７２席 

        小会議室       ６４㎡  ２８席 

        大体育室選手控室   ２１８席 

        事務室 

        ミーティングルーム         

２階      大体育室       ４２ｍ×２９ｍ 

        指導員室 

        多目的室       １０ｍ×１７ｍ 

        休憩コーナー     テーブル、イス、 

自動販売機 

１階      弓道場        ７人立 ２８ｍ 

        第一武道場      ９８畳 

        第二武道場      木床 １５ｍ×１６ｍ 

        事務室、救護室 

        ロビー 

地下１階    プール 一般用    ２５ｍ×８コース  

水深１．２ｍ 

（フラット） 

        幼児用    １０ｍ×７．５ｍ  

水深０．６ｍ 

（フラット） 

    小体育室       １７ｍ×２９ｍ 

    幼児体育室      １５０㎡ 
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         ※４階～８階教育センターの施設管理も含む 

 

（４）管理運営業務 

  ア コズミックスポーツセンターの利用に関する業務 

イ 生涯学習・スポーツに関する活動を行う団体の育成、指導及び相談に関す

る業務 

ウ コズミックスポーツセンターの利用者への助言、指導及び相談に関する業 

  務 

エ 生涯学習・スポーツ活動の普及及び推進に関する業務 

オ 条例第１９条に規定する団体登録、条例第２０条に規定する利用の承認、

条例第２１条に規定する利用の不承認及び条例第２２条に規定する利用承

認の取消し等に関する業務 

カ 条例第２５条に規定する利用料金の納入、条例第２７条に規定する利用料

金の減免及び条例第２８条に規定する利用料金の返還に関する業務 

キ コズミックスポーツセンターの施設、付帯設備その他の設備の維持管理に

関する業務 

ク その他コズミックスポーツセンターの管理に関し、新宿区が必要と認める

業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    多目的広場（スタジオ）１０ｍ×１９ｍ 

（楕円形） 

地下２階    駐車場        ４０台 

（障害者用２台） 

地下３階    書庫 
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２ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

 

 

 
注）全体評価は、各評価委員による「総合評価」の平均値により、次のとおりとする。

総合評価の平均値が、  3.5以上     の場合 ： ４（優良） 

2.5以上 3.5未満 の場合 ： ３（良） 

1.5以上 2.5未満 の場合 ： ２（適当） 

1.0以上 1.5 未満 の場合 ： １（課題あり）

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

２ 利用・サービスに関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

４ 管理運営経費に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

５ 事業に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

総合評価 3 3 3 3 3 15 3.0 

全体評価 3（良） 
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（１）各項目に対する個別評価 

 

ア 施設の運営に関わること 

    施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制」「職員教育」

「緊急時の対応」「区との連絡調整」「適正な労働環境の確保」等について評

価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・必要な職員の資格取得や研修が整備されており評価できます。 

・区と密に連絡をとっており、適切に運営できていると評価できます。 

 

 

イ 利用・サービスに関すること 

    「利用手続」「サービス水準の確保」「利用者サービスの向上」「利用者対

応・接遇」「利用者要望の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切

に行われているかについて評価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・利用者アンケートの満足度が高いことから、利用者に高い評価をうけ

ており評価できます。 

・全体的に良好と評価できます。 

 

 

ウ 施設・設備の管理に関すること 

    施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「施設修繕・備品

管理」「省エネルギー・省資源」等について評価しました。 

           

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・自主点検等を行い、修繕箇所を把握し、必要な修繕を実施したことで、

利用者が安全に利用できるよう施設管理を行ったことが評価できま

す。 
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エ 管理運営経費に関すること 

    管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標

とする利用収入・収益率の達成について評価しました。 

            

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

・経費削減の取組みを行っている点について評価できます。 

・事業計画時の収支について、より一層の見直しが必要です。 

 

 

オ 事業に関すること 

    事業について、事業計画や施設の設置目的に照らし合わせ、事業の実施内

容及びその効果について評価しました。 

 

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・障害者スポーツに意識した事業を実施していることが評価できます。 

・オリンピック・パラリンピック気運醸成に向けた事業を積極的に取り

組んでいることが評価できます。 

 

 

 

（２）全体評価 （総合評価平均３．０点） 

 

総合的に判断して、施設の管理運営業務は概ね良好に行われたと考えられます。 

 プール等の大規模改修工事を行いながら、サービス水準を落とさず運営できた

点が評価できます。利用者の幅を広げる努力が見られ、利用者の満足度も高いこ

とも評価できます。 

 障害者スポーツに意識した事業やオリンピック・パラリンピック気運醸成に向

けた事業にも積極的に取り組んでおり、事業成果も出ていますので、今後もより

一層の利用者拡大に向けた事業運営に期待します。  
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第５ 大久保スポーツプラザ 

１ 施設の概要 

（１）指定管理者 

   公益財団法人新宿未来創造財団 

 

（２）指定管理期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

 

（３）施設内容 

 

（４）管理運営業務 

  ア スポーツプラザの利用に関する業務 

イ 生涯学習・スポーツに関する活動を行う団体の育成、指導及び相談に関す

る業務 

ウ スポーツプラザの利用者への助言、指導及び相談に関する業務 

エ 生涯学習・スポーツ活動の普及及び推進に関する業務 

オ 条例第１９条に規定する団体登録、条例第２０条に規定する利用の承認、

条例第２１条に規定する利用の不承認及び条例第２２条に規定する利用承

認の取消し等に関する業務 

カ 条例第２５条に規定する利用料金の納入、条例第２７条に規定する利用料

金の減免及び条例第２８条に規定する利用料金の返還に関する業務 

キ スポーツプラザの施設、付帯設備その他の設備の維持管理に関する業務 

ク その他スポーツプラザの管理に関し、新宿区が必要と認める業務 

施設の名称 大久保スポーツプラザ 

所在地 新宿区大久保三丁目７番４２号 

建物の概要 ・建築構造  鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上３階 

       （新宿中継・資源センターと合築） 

・敷地面積  ７，５９９．１４㎡ 

・延床面積  ２，７５７．５９８㎡ 

・開設年月日 平成９年５月１日 

建物内容 搭屋階    エレベーター機械室 ７１㎡ 

３階     多目的ホール    １６ｍ×１５ｍ 

       集会室       １３ｍ×９．４ｍ ５２席 

       和室        ５０畳  

舞台１０ｍ×３．５ｍ 

       児童遊戯室     約４０㎡ 

       テニスコート    屋外２面（夜間照明付） 

       事務室 

       ロビー 

２階     エレベータースペース ４４㎡ 

１階     駐輪スペース・駐車場 １台（障害者用） 
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２ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

 

 

 
注）全体評価は、各評価委員による「総合評価」の平均値により、次のとおりとする。

総合評価の平均値が、  3.5以上     の場合 ： ４（優良） 

2.5以上 3.5未満 の場合 ： ３（良） 

1.5以上 2.5未満 の場合 ： ２（適当） 

1.0以上 1.5 未満 の場合 ： １（課題あり）

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

２ 利用・サービスに関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

４ 管理運営経費に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

５ 事業に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

総合評価 3 3 3 3 3 15 3.0 

全体評価 3（良） 
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（１）各項目に対する個別評価 

 

ア 施設の運営に関わること 

    施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制」「職員教育」

「緊急時の対応」「区との連絡調整」「適正な労働環境の確保」等について評

価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

・安全な施設運営を行うため、職員体制を整えている点は評価でき 

ます。 

・利用率、利用者数が目標達成できなかったため、目標達成に向けた 

 事業運営に努めてください。 

 

 

イ 利用・サービスに関すること 

    「利用手続」「サービス水準の確保」「利用者サービスの向上」「利用者対

応・接遇」「利用者要望の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切

に行われているかについて評価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・アンケートの結果などから、利用者からの細かいリクエストにも丁寧 

に対応できていることが評価できます。 

・引き続き、利用者の高い満足度の維持に努めてください。 

 

 

 

ウ 施設・設備の管理に関すること 

    施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「施設修繕・備品

管理」「省エネルギー・省資源」等について評価しました。 

           

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

・適宜必要な修繕が行われており、水準が保たれていると評価できます。 

・多目的ホールの手摺取付などのバリアフリー化や、省エネにも取り組

んでおり、評価できます。 
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エ 管理運営経費に関すること 

    管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標

とする利用収入・収益率の達成について評価しました。 

            

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・施設利用料収入が目標を上回り、達成率１０２．４％となったことが 

 評価できます。 

・管理経費の縮減の努力が見られ、安定した運営を行っていることが 

評価できます。 

 

 

オ 事業に関すること 

    事業について、事業計画や施設の設置目的に照らし合わせ、事業の実施内

容及びその効果について評価しました。 

 

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

・積極的に事業の周知活動を行った結果、参加者の増加に結びついたと 

 評価できます。 

・公益的な観点から事業企画がされてはいますが、より多くの人が集ま 

 るイベントを企画するよう期待します。 

 

 

 

（２）全体評価 （総合評価平均３．０点） 

 

総合的に判断して、施設の管理運営業務は概ね良好に行われたと考えられます。 

落語やプラザコンサートなど、「スポーツプラザ」という名称を超えた、幅広

い事業を行っていることを評価します。 

利用率、利用者数は計画を下回りましたが、利用者の満足度は高く、一定の収

益も出ていることは評価できます。利用者数の増加に向けて、引き続きの努力を

期待します。 
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第６ 公園における運動施設 

１ 施設の概要 

（１）指定管理者 

   公益財団法人新宿未来創造財団 

 

（２）指定管理期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

 

（３）施設内容 

 

 

 

 

 

 

施設の名称 西戸山公園野球場 

所在地 新宿区百人町四丁目１番 

施設の概要 １面 全面人工芝 ナイター照明 

・面積     ７，９０２㎡ 

・開設年月日  昭和２８年４月１日 

施設の名称 落合中央公園野球場 

所在地 新宿区上落合一丁目２番 

施設の概要 １面 全面人工芝 ナイター照明 

・面積     ７，５０６㎡ 

・開設年月日  昭和４７年４月１日 

施設の名称 西落合公園少年野球場 

所在地 新宿区西落合二丁目１９番 

施設の概要 １面 クレー 

・面積     ５，３０４㎡ 

・開設年月日  昭和４２年９月３０日 

施設の名称 落合中央公園庭球場 

所在地 新宿区上落合一丁目２番 

施設の概要 １面 全面人工芝  

・面積     ９３４㎡ 

・開設年月日  昭和４７年４月１日 

施設の名称 甘泉園公園庭球場 

所在地 新宿区西早稲田三丁目５番 

施設の概要 ２面 全面人工芝  

・面積     １，５３５㎡ 

・開設年月日  昭和４０年１０月２６日 
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（４）管理運営業務 

  ア 運動施設の利用に関する業務 

イ スポーツ活動及びレクリエーション活動を行う団体の育成、支援及び連携

に関する業務 

ウ 条例第１８条に規定する団体登録、条例第１９条に規定する利用の承認、

条例第２０条に規定する利用の不承認及び条例第２１条に規定する利用承

認の取消し等に関する業務 

エ 条例第２４条に規定する利用料金の納入、条例第２６条に規定する利用料

金の減免及び条例第２７条に規定する利用料金の返還に関する業務 

オ 運動施設の施設、付帯設備その他の設備の維持管理に関する業務 

カ その他運動施設の管理に関し、新宿区が必要と認める業務

施設の名称 西落合公園庭球場 

所在地 新宿区西落合二丁目１９番 

施設の概要 ２面 全面人工芝  

・面積     １，５７８㎡ 

・開設年月日  昭和４４年３月２０日 

施設の名称 妙正寺川公園運動広場 

所在地 中野区松が丘一丁目３３番 

施設の概要 １面 クレー 

・面積     ９，５９４㎡ 

・開設年月日  平成１０年２月１日 
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２ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

 

 

 
注）全体評価は、各評価委員による「総合評価」の平均値により、次のとおりとする。

総合評価の平均値が、  3.5以上     の場合 ： ４（優良） 

2.5以上 3.5未満 の場合 ： ３（良） 

1.5以上 2.5未満 の場合 ： ２（適当） 

1.0以上 1.5 未満 の場合 ： １（課題あり）

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

２ 利用・サービスに関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

３ 施設・設備の管理に関すること 3 3 2 3 3 14 2.8 

４ 管理運営経費に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

５ 事業に関すること 4 3 3 3 4 17 3.4 

総合評価 3 3 3 3 3 15 3.0 

全体評価 3（良） 
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（１）各項目に対する個別評価 

 

ア 施設の運営に関わること 

    施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制」「職員教育」

「緊急時の対応」「区との連絡調整」「適正な労働環境の確保」等について評

価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

 ・熱中症への注意喚起等、屋外施設として必要な安全対策への配慮がされ

ていることを評価します。 

 ・全体的に利用率が高く、目標をほぼ達成していることは評価できます。

今後、妙正寺河公園運動広場の利用増加の努力を期待します。 

 

 

イ 利用・サービスに関すること 

    「利用手続」「サービス水準の確保」「利用者サービスの向上」「利用者対

応・接遇」「利用者要望の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切

に行われているかについて評価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

 ・利用者のニーズに応える修繕や人員配置が行われる点は評価できます。

今後、利用満足度を引き続き高い水準で維持してください。 

 

 

 

ウ 施設・設備の管理に関すること 

    施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「施設修繕・備品

管理」「省エネルギー・省資源」等について評価しました。 

           

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

・全体として、適宜修繕が行われており、適切な管理がされているものと

評価できます。また、経費削減の視点も感じ取ることができます。 
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エ 管理運営経費に関すること 

    管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標

とする利用収入・収益率の達成について評価しました。 

            

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

・計画及び前年度以上の収入や収益を達成しており、評価できます。今後

も引き続き継続できるように期待します。 

 

 

オ 事業に関すること 

    事業について、事業計画や施設の設置目的に照らし合わせ、事業の実施内

容及びその効果について評価しました。 

 

 

〔評価結果〕（平均３．４点） 

・ジュニア野球教室などの実施により充実した事業成果が見られ、施設の

価値を高めることに繋がっており、効果的であると評価できます。 

 

 

 

（２）全体評価 （総合評価平均３．０点） 

 

総合的に判断して、施設の管理運営業務は概ね良好に行われたと考えられます。 

必要に応じた修繕の実施など、しっかり施設の管理が行われています。 

また、熱中症対策への注意喚起等がしっかり行われており、屋外施設に求めら

れる安全性への意識が高い運営であるといえます。 

利用者アンケートにおいても安全性、清掃等では満足度が９０％以上あり、利

用者目線で高い評価を得ていることは評価に値します。 
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第７ 生涯学習館 

１ 施設の概要 

（１）指定管理者 

   公益財団法人新宿未来創造財団 

 

（２）指定管理期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年間） 

 

（３）施設内容 

 

 

 

 

施設の名称 赤城生涯学習館 

所在地 新宿区赤城元町１番３号 

建物の概要 ・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上２階 

・延床面積   ６９４．０㎡ 

・開設年月日  昭和３８年１１月１５日 

建物内容 ２階      レクリエーションホール １４３．３㎡ 

        教養室Ａ         ５３．０㎡ 

        教養室Ｂ         ２１．８㎡ 

        視聴覚室         ３４．２㎡ 

        和室           ３０．４㎡ 

１階      ロビー          ３９．１㎡ 

        講習室          ４４．４㎡ 

施設の名称 戸山生涯学習館 

所在地 新宿区戸山二丁目１１番１０１号 

建物の概要 ・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上１４階 

        （都営住宅の１・２階部分、２階は戸山図書 

館併設） 

・延床面積   １３１５．０㎡ 

・開設年月日  昭和５５年４月２５日 

建物内容 ２階      ワークルーム      １２３．２㎡ 

        学習室Ａ         ２７．４㎡ 

        学習室Ｂ         ２７．４㎡ 

        学習室Ｃ         ８２．５㎡ 

        学習室Ｄ         ８２．５㎡ 

        和室           ６８．１㎡ 

多目的室         ２７．４㎡ 

１階      ホール         １８２．６㎡ 

        印刷室          １２．２㎡ 
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施設の名称 北新宿生涯学習館 

所在地 新宿区北新宿三丁目２０番２号 

建物の概要 ・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上３階、地下１階 

        （１階に保育園、２階にことぶき館・児童館、

３階 

に図書館を併設） 

・延床面積   ８６７．５㎡ 

・開設年月日  昭和５７年４月１日 

建物内容 ３階      学習室Ａ         ７０．０㎡ 

        学習室Ｂ         ３５．０㎡ 

        視聴覚室         ５６．０㎡ 

        講習室          ８５．８㎡ 

        和室           ７２．０㎡ 

        印刷室          １０．８㎡ 

２階      レクリエーションホール １２２．４㎡ 

施設の名称 住吉町生涯学習館 

所在地 新宿区住吉町１３番３号 

建物の概要 ・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上２階、地下１階 

・延床面積   ６９３．７㎡ 

・開設年月日  昭和６２年４月１日 

建物内容 ２階      レクリエーションホール １０２．８㎡         

１階      美術工芸室        ７１．０㎡ 

        学習室Ｂ         ３２．７㎡ 

        印刷室          １２．４㎡ 

地下１階    情報・交流コーナー    ６５．４㎡ 

        学習室Ａ         ６７．２㎡ 

施設の名称 西戸山生涯学習館 

所在地 新宿区百人町四丁目７番１号 

建物の概要 ・建築構造   鉄筋コンクリート造 地上３階 

        （１階は西戸山幼稚園） 

・延床面積   ５３４．３㎡ 

・開設年月日  昭和４１年１２月２７日 

建物内容 ３階      教養室Ａ         ７７．０㎡ 

        和室           ４９．０㎡ 

２階      講習室          ７０．０㎡ 

        視聴覚室         ７７．０㎡ 

        教養室Ｂ         ２５．６㎡ 
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（４）管理運営業務 

  ア 生涯学習館の利用に関する業務 

イ 生涯学習関係団体の活動に関する業務 

ウ 生涯学習活動の支援に関する業務 

エ 条例第１８条に規定する団体登録、条例第１９条に規定する利用の承認、

条例第２０条に規定する利用の不承認及び条例第２１条に規定する利用承

認の取消し等に関する業務 

オ 条例第２４条に規定する利用料金の納入、条例第２６条に規定する利用料

金の減免及び条例第２８条に規定する利用料金の返還に関する業務 

カ 生涯学習館の施設、付帯設備その他の設備の維持管理に関する業務 

キ その他生涯学習館の管理に関し、新宿区が必要と認める業務 
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２ 評価結果 

評価委員による全体評価 

 

 

 

 
注）全体評価は、各評価委員による「総合評価」の平均値により、次のとおりとする。

総合評価の平均値が、  3.5以上     の場合 ： ４（優良） 

2.5以上 3.5未満 の場合 ： ３（良） 

1.5以上 2.5未満 の場合 ： ２（適当） 

1.0以上 1.5 未満 の場合 ： １（課題あり）

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 平均 

個

別

評

価 

１ 施設の運営に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

２ 利用・サービスに関すること 4 3 3 3 4 17 3.4 

３ 施設・設備の管理に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

４ 管理運営経費に関すること 3 2 3 3 3 14 2.8 

５ 事業に関すること 3 3 3 3 3 15 3.0 

総合評価 3 3 3 3 3 15 3.0 

全体評価 3（良） 
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（１）各項目に対する個別評価 

 

ア 施設の運営に関わること 

    施設の運営をする上で重要な「利用率・稼働率」「職員体制」「職員教育」

「緊急時の対応」「区との連絡調整」「適正な労働環境の確保」等について評

価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

 ・施設の老朽化が進むなか、安全面への対応がしっかり行われており、

施設の稼働率が最高値を達成した点は高く評価できます。 

 

 

イ 利用・サービスに関すること 

    「利用手続」「サービス水準の確保」「利用者サービスの向上」「利用者対

応・接遇」「利用者要望の把握・対応」等利用者に配慮したサービスが適切

に行われているかについて評価しました。 

      

 

〔評価結果〕（平均３．４点） 

 ・利用者アンケートから、非常に高い利用者満足度を得ていることがわ

かり、評価できます。 

 ・今後の課題として、コンシェルジュ制度のより一層の活用や、予約手

続きに関する要望への対応を期待します。 

 

 

 

ウ 施設・設備の管理に関すること 

    施設や設備の管理をする上で重要な「施設・設備管理」「施設修繕・備品

管理」「省エネルギー・省資源」等について評価しました。 

           

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

 ・適宜必要な修繕や備品の補充が行われていて、施設の使い勝手の良さが

利用者アンケートに表れており、評価できます。 

 ・稼働率が高く、やむを得ない点もありますが、更なる省エネの実施に取

り組んでください。 
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エ 管理運営経費に関すること 

    管理運営に係る経費について、適正な会計管理を行っているか、また目標

とする利用収入・収益率の達成について評価しました。 

            

 

〔評価結果〕（平均２．８点） 

 ・収入はほぼ計画どおりで運営の安定につながっており、適正な会計管理

が行われていると評価できます。 

 

 

オ 事業に関すること 

    事業について、事業計画や施設の設置目的に照らし合わせ、事業の実施内

容及びその効果について評価しました。 

 

 

〔評価結果〕（平均３．０点） 

 ・活動成果発表の場の確保が図られている点は評価できます。 

 ・地域とともに活動している姿勢を感じ取ることができます。 

 ・館毎に様々な事業を実施していますが、実績報告と事業計画を見ただけ

では計画水準を満たしているのかが読み取りにくいので、書類の作り方

の工夫を期待します。 

 

 

 

（２）全体評価 （総合評価平均３．０点） 

 

総合的に判断して、施設の管理運営業務は良好に行われたと考えられます。 

施設の稼働率が高く、地域に根付いており目標が達成されています。 

また、利用者のニーズに応えながら、利用者とともによりよい施設にしていこ

うとする意欲を強く感じることができました。 

引き続き高い利用者満足度の維持に努めることを期待します。 
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新宿区立生涯学習施設の指定管理者の 

管理業務に係る事業評価に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生涯学習施設の指定管理者が実施した管理業務に係る事業を評価

するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（評価委員会の設置） 

第２条 区長は、指定管理者が行う生涯学習施設に関する評価(以下「評価」という。)

を行うため、生涯学習施設指定管理者評価委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

２ 委員会は次の施設の評価を行う。 

⑴ 新宿区立新宿スポーツセンター  

⑵ 新宿区立新宿コズミックスポーツセンター 

⑶ 新宿区立大久保スポーツプラザ 

⑷ 新宿区立公園における運動施設 

⑸ 新宿区立生涯学習館 

３ 委員会は年度ごとに設置し、前項の評価の終了をもって廃止する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者につき、区長が委嘱し、又は任命する委員 5

名をもって組織する。 

⑴ 外部有識者 ３名 

⑵ 内部委員  ２名 

２ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職

務を代理する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱した日又は任命した日から評価の終了の日までとする。 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、過半数以上の委員の出席がなければ、委員会を開くことができない。 

３ 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

（評価） 

第６条 委員会は、指定管理者が提出した事業実施報告書その他委員会が必要と認める

書類について、別に定める評価の基準により、評価を行うものとする。 

２ 前項の評価の内容は、前年度に係る次に掲げる事項とする。 

⑴ 施設の運営に関すること。 
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⑵ 利用に関すること 

⑶ 施設・設備の管理に関すること 

⑷ 管理運営経費に関すること 

⑸ 事業に関すること 

３ 委員会は、第１項の評価を行う際、必要に応じて、当該指定管理者から聞き取り調

査等をすることができる。 

（委員会の庶務） 

第７条 委員会の庶務は、地域振興部生涯学習スポーツ課が処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

附 則（平成２１年６月１６日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２１年６月１６日から施行する。 

 

 附 則（平成２６年６月２日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２６年６月２日から施行する。 

 

 附 則（平成２７年５月２１日地域文化部長決定） 

この要綱は、平成２７年５月２１日から施行する。 

   

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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新宿スポーツセンター 【資料１】施設の利用・収支状況 

 (１)施設の利用状況                                              （単位：人） 

施設 

平成 29年度 平成 28年度 

利用人数 
うち貸切利用 

人数 
利用人数 

うち貸切利用 

人数 

大体育室 45,814 20,267 44,252 20,669 

小体育室 28,528 5,312 26,217 3,653 

第一武道場 39,839 13,321 35,385 10,699 

第二武道場 33,878 24,195 30,439 22,099 

洋弓場 8,580 6,166 8,508 6,419 

多目的コート 1,388 245 2,072 720 

トレーニング室 68,223  58,106  

幼児体育室 13,269 18 11,675 185 

プール 120,144 11,521 92,157 638 

大会議室 21,048 21,048 18,914 18,914 

小会議室 10,088 10,088 8,907 8,907 

健康相談室 13,859  10,419  

その他 76,243  60,119  

合計 480,901 112,181 407,170 92,903 

  

 ※ 斜線は団体貸切を行っていないことを示す 

※ トレーニング室の利用者数にはジョギングコース（無料）の利用者を含む 

※ 回数券利用者及びゴルフ教室参加者については､｢その他｣に一括して計上している 

※ ｢大会議室｣及び｢小会議室｣は､貸切利用専用の施設となっている 

※ 工事のため、平成 29年 1月 22日～平成 29年 1月 28日まで(プールは平成 29年 2月 11日まで) 

休館 

※ コズミックスポーツセンター天井等改修工事によるプール利用休止に伴い、平成 29年 10月 

1日から平成 30年 3月 31日までプールの団体利用を実施 
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（２）収支状況 

 

＜本業務＞   
  

（単位：円） 

 
  平成 29年度 平成 28年度 

  

収
入 

指定管理料 115,161,620 121,936,460 

 
利用料金収入 136,499,725 119,567,085 

 

 

貸切利用料金収入 22,155,475 18,753,225 

 個人利用料金収入 108,155,950 95,208,260 

 駐車場利用料金収入 6,188,300 5,605,600 

 その他収入 125,747,514 108,408,698 

 

 

スポーツ教室事業収入 110,875,350 97,959,580 

 
イベント事業収入 1,513,150 1,521,550 

 パーソナル事業収入 10,315,260 6,229,890 

 
その他 3,043,754 2,697,678 

 収入合計 377,408,859 349,912,243 

    （単位：円） 

   平成 2９年度 平成 28年度 

 

支
出 

人件費 119,772,000 119,772,000 

 
研修費 48,600 139,800 

 
消耗品費 2,897,890 3,193,215 

 
印刷製本費 3,157,009 3,847,129 

 
通信運搬費 692,130 727,095 

 
燃料費・光熱水費 57,148,728 53,965,481 

 
修繕費 6,464,228 5,837,926 

 

備品購入費 1,399,714 708,404 

 

保健衛生費 1,842,872 1,909,431 

 

使用料及び賃借料 8,645,070 8,625,631 

 

委託費 59,047,920 58,836,240 

 雑費 2,961,163 3,467,759 

 法人本部事務費 1,296,000 1,296,000 

 その他施設管理費 313,200 1,047,600 

 その他支出 89,328,625 80,261,390 

 
 

事務所税 9,020,500 8,995,000 

 各種事業経費 80,308,125 71,266,390 

 
支出合計 355,015,149 343,635,101 
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＜自主事業＞  
  

（単位：円） 

 
  平成 29年度 平成 28年度 

  

収
入 

貸ロッカー収入 667,300 286,450 

 
レンタル事業収入 2,028,650 1,725,800 

 自動販売機収入 4,078,791 3,973,889 

 
物販事業収入 18,152,328 16,921,433 

 収入合計 24,927,069 22,907,572 

    （単位：円） 

   平成 2９年度 平成 2８年度 

 

支 

出 

貸ロッカー支出 0 0 

 
レンタル事業支出 608,260 580,755 

 
自動販売機支出 348,249 386,897 

 
物販事業支出 14,625,489 14,027,826 

 
支出合計 15,581,998 14,995,478 
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新宿スポーツセンター 【資料２】平成 29年度アンケート結果 

29年度 利用者アンケート調査結果 

実施期間：平成 29年 12月 2日(土)～12月 15日(金) 

回収数：240枚 

【Q１.あなたの性別をお答え下さい】 
       

男性 女性 
        

93 147 
        

※1/3以上の回答者が女性であった。 
       

            
【Q２.あなたの年齢をお答え下さい】 

       

  
14歳 

以下 

15～ 

19歳 

20～ 

29歳 

30～ 

39歳 

40～ 

49歳 

50～ 

59歳 

60～ 

69歳 

70～ 

79歳 

80歳 

以上 

回答 

なし 
合計 

男性 25 3 13 13 19 4 3 2 0 8 90 

女性 23 5 15 48 37 9 6 0 2 5 150 

※14歳以下の回答者については、子ども教室の参加者の親からの回答であることが予想される。 
 

            
【Q３.居住地等、あてはまるものを教えて下さい】 

      
新宿区民 新宿区民以外 

        
184 56 

        
※70％以上が新宿区民の利用であった。 

       

            
【Q４.利用形態について教えて下さい（複数回答有）】 

     
個人利用 団体利用 教室利用 回答なし 

    
111 6 117 6 

    
※半数の回答者が教室利用であった。 

       

            
【Q５.施設はどちらをご利用ですか？（複数回答可）】 

     

プール 幼児体育室 スタジオ トレーニング室 大会議室 小会議室 

79 114 22 51 1 0 

大体育館 小体育館 第一部道場 第二武道場 ゴルフ練習場 洋弓場 

9 32 5 3 0 0 

多目的コート 
ランニング 

コース         

0 0 
        

※プール、幼児体育室の利用者が多く、教室に参加されている子どもの親のアンケート参加が多かった 

ことがうかがえる。 
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【Q11.スポーツセンターを何の目的でご利用されていますか？（複数回答可）】 
  

健康の維持・ 

増進 

体力の維持・ 

増進 
教室が楽しい 

友人・仲間との 

交流 

ストレスが 

解消できる 

生きがいを 

感じる 

87 103 117 39 35 8 

整形外科的疾

患の予防・改善 

内科的疾患の 

予防・改善 
その他       

      
2 6 15 

      
※健康及び体力の維持・増進、教室が楽しいなどの目的での利用が多いことがうかがえる。 

 

            
【Q12今後もスポーツセンターを利用したいと思いますか？】 

    

とても思う 思う 
どちらとも 

いえない 
思わない 回答なし 

  

145 78 6 0 11 
  

※92.9％の回答者から利用したいと思うとの評価を得た。 

      

【Q６.１ヶ月に何回くらいご利用ですか？（複数回答有）】 
     

１回以下 2回～3回 ４回～６回 ７回以上 回答なし 
  

6 42 111 47 34 
  

※97％以上の回答者が月 1回以上のペースで利用されていることがわかった。 
   

            【Q７.何時頃ご利用していますか？（複数回答可）】 
     

９時～１２時 １３時～１５時 １６時～１８時 １９時～２２時 
特に決まって 

ない   

133 65 36 30 11 
  

※半数以上の回答者が午前中に利用されていた。 
      

            
【Q８.自宅からスポーツセンターまでの移動にかかる所要時間を教えて下さい（複数回答有）】 

１０分以内 １０分～１９分 ２０分～２９分 ３０分～３９分 ４０分～４９分 
  

57 97 40 15 12 
  

５０分以上 回答なし 
        

8 11 
        

※半数以上の回答者が 20分以内のため、近隣の方の利用が多いことがうかがえる。 
  

            
【Q９.自宅からスポーツセンターまでの交通手段は何になりますか？（複数回答有）】 

  
徒歩 自転車 電車 バス 車 

  
59 140 37 7 9 

  
※82.9％の回答者が徒歩、自転車利用の圏内から来られていた。 

    

            
【Q１０.スポーツセンターを何で知りましたか？（複数回答有）】 

    
広報しんじゅく チラシ インターネット 友人・仲間から その他 

  
37 33 46 104 26 

  
※友達、仲間からの回答が多いため、口コミでの利用が多いことがうかがえる。 
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【Q13.スポーツセンター以外のスポーツ施設を利用しますか？またどの施設を利用ですか？】 

コズミック 

センター 

大久保スポーツ 

プラザ 
元気館 

その他区内 

公共施設 

民間 

スポーツ施設 
その他施設 

97 4 21 5 18 19 

無回答 
          

76 
          

※回答していただいた方の中では、コズミックセンターと回答した方が最も多かった。 

            
【Q１４.スポーツセンターの次の項目について、どのくらい満足していますか？】 

① スタッフの接客態度、対応の適切さ 
     

とても満足 満足 ふつう やや不満 不満 回答なし 

76 94 53 6 3 8 

※回答していただいた方のうち 96.1%の方から「ふつう」以上の満足度との評価を得た。 

            
②トレーニング指導員の接客態度、指導の適切さ 

   
とても満足 満足 ふつう やや不満 不満 回答なし 

125 54 15 1 2 43 

※回答していただいた方のうち 98.5%の方から「ふつう」以上の満足度との評価を得た。 

            
② プール監視員の接客、監視態度 

     
とても満足 満足 ふつう やや不満 不満 回答なし 

35 70 61 1 2 71 

※回答していただいた方のうち 98.2%の方から「ふつう」以上の満足度との評価を得た。 

            
④館内の清潔さ 

          
とても満足 満足 ふつう やや不満 不満 回答なし 

45 93 79 10 3 10 

※回答していただいた方のうち 94.3%の方から「ふつう」以上の満足度との評価を得た。 

            
⑤運動のための機具・用具の充実度 

     
とても満足 満足 ふつう やや不満 不満 回答なし 

43 75 83 2 2 35 

※回答していただいた方のうち 98.0%の方から「ふつう」以上の満足度との評価を得た。 

            
⑥料金設定 

          
とても安い 安い ふつう やや高い 高い 回答なし 

51 102 70 3 1 13 

※回答していただいた方のうち 98.2%の方から満足いただける料金設定となっていることがわかった。 
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【Q１5.あなたが今後スポーツセンターで実施してほしい教室・イベント等があればお聞かせ下さい。】 

ご意見 施設管理者回答 

かけっこ教室。 

※複数回答あり 
短期教室等として企画して参ります。 

オムツを付けても可能な水泳教室。 
親子水泳教室、なかよし水泳教室は水遊び 

専用パンツを着用して行っております。 

親子で楽しめる教室。※複数回答あり 

親子水泳、親子体操等、親子で参加できる教

室を行っております。その他にも親子で参加で

きるようなイベント等を企画していきます。 

ダンス発表会。※複数回答あり 
昨年 11月に実施しました。今年も実施する予定

です。 

未就園児向けの教室イベント、リトミック。 

※複数回答あり 

今後の教室運営の参考にさせていただきます。 

土日の子どものダンスや体操教室。 

※複数回答あり 

バトミントン教室。 

男性でも楽しめる若々しいメニュー希望。 

自由参加クラスにエアロビクスを設けて下さい。 

子供向けのレスリング教室。 

子供向けのランニング教室。 

トランポリン教室。 

小学生のカルチャー教室を実施してほしいです。 

英会話や絵画教室など。 

知育のもの。 

保護者向け講座をもっと午前中に設けて欲しい。 

未就学児、幼児が一緒に楽しめる運動イベントを休

日にやってほしい。 

水泳イベント。 

子どもが楽しめるクラス、イベント。 
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【Q１6.スポーツセンターについてのご要望等が有ればお聞かせ下さい。】 

意見 施設管理者回答 

受付に関すること 

申込みを葉書でなくネットや直接受付などで行っ

てほしいです。 

※複数回答あり 

教室のＷＥＢ申込みができるシステムの導入に向

け、現在調整を行っております。 

受付の人の対応にバラつきがある感じがします。 指導、研修等を行ってまいります。 

チケットでの支払い以外の方法があればありがた

いです。 お釣りの受け渡しなど間違いが無いよう券売機で

の支払いをお願いしております。 
支払いを現金で直接。 

登録や予約などをインターネットで出来るようにし

てほしい。 

団体登録は、登録情報の証明が必要になるため

窓口申し込みになります。施設予約はレガス予約

システムをご利用いただけます。 

プール教室に関すること 

プール教室の定員数を増やしてほしい。 

※複数回答あり 
クラス編成の変更を検討します。 

キャンセル待ちが出来ない。※複数回答あり 
受け入れ人数を鑑み、随時キャンセル待ちの受

け入れ再開を行ってまいります。 

水泳の個人レッスン等もやって頂きたい。 
水泳のパーソナルレッスンを受け付けておりま

す。 

プール教室のクラスの人数レベル別で多さと少

なさにムラがある。 
クラス編成の変更を検討致します。 

プールキャンセル待ちについて年齢前に早めに

応募できるようにしてほしい。 

対象年齢の 2 ヵ月前から受付できるように致しま

す。 

プール指導中の指導員が大声でどなって指導し

てうるさい。 

指導の際に全員に声が届くようにするため、どうし

ても指導員の声が大きくなってしまうことがありま

す。再度指導員にも伝え、改善できるよう指導し

ます。 

プールの教室を増やしてほしい。 

※複数回答あり 
今後の運営の参考にさせていただきます。 

フロア教室に関すること 

空手教室の案内に「道着を必ず購入」と記載した

ほうがいいと思う。 
今後は記載をしてまいります。 

教室に参加している児童以外の子どもが周囲で

遊んでいるため、教室の妨げになっている。 
注意を行ってまいります。 

ダンス系の教室を増やして下さい。 

※複数回答あり 今後の運営の参考にさせていただきます。 

チアリーディングも 3歳からにしてほしい。 
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スタジオの教室に関すること 

自由参加のクラスは長い間、同じインストラクター

で内容に変化がなくあきてしまう。 
クラス編成の変更を検討します。 

近ごろ、自由参加クラスのレッスンが始まってずい

分経ってから入室する人がいますが遅刻した人が

レッスンを妨げるのは公共の場では許せません。

管理を徹底して頂きたい。 

遅刻した方の入室時のルールなどを改めて設

定してまいります。 

若ぃ人も参加しやすくしてください。 

今後の運営の参考にさせていただきます。 日曜 18時からのバレエクラスを増やして欲しい。 

水曜のスタジオのバレエ教室を増やして欲しい。 

カルチャー教室に関すること 

平日の英会話教室クラスを増やしてほしい。 今後の運営の参考にさせていただきます。 

その他教室に関すること 

毎回楽しく参加させていただいています。ありがと

うございます。※複数回答あり 

ありがとうございます。更に良くなるよう努力し

ていまいります。 

子ども相手にうまく対応して下さりいつも感謝して

います。これからも、よろしくお願い致します。 

教室や先生にはとても満足です。 

講座の時間を子どももとても楽しみにしています。

時々お話くださる発達の知識など勉強になります。 

通年クラスがもっと入りやすいようになってもらいた

い。 

教室ごとに参加者の募集を行っているため、ク

ラスが変更になる際は、改めて申込みが必要

となります。 

なお、募集時期に関しては、通年教室は都度

受付、定期教室は年 4期制のため毎期約 1 ヵ

月前に受付を行っています。 

1 歳から通っても 1 度辞めなきゃいけないのはどう

かと思う。募集時期も分からず困っている。 

公平性を考慮し、異なる曜日の教室に進級を

希望される場合は、キャンセル待ちをしていた

だくことになっております。キャンセル待ち受

付は対象年齢の 2 ヵ月前から受付できます。 

教室の募集人数を増やしてほしい。 安全面を考慮し、定員設定を行っております。 

色んなジャンルの習い事があったら嬉しいです。

※複数回答あり 

今後の運営の参考にさせていただきます。 

親子体操、幼児体操、プールなど特に土曜日で

倍率の高い講座は数を増やしてほしい。 

子供向けの小学生向け、レベル別でより充実して

欲しい。 

4 才までの子どもが参加できる教室を増やしてほし

い。 
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土曜日に同じ年齢の子どもを対象とした教室が複

数あればいいと思います。 

短期教室がいつも帰省時期で参加できないので

他の時期に短期教室をして欲しい。 

前業者より料金が高くなっている。 

プールに関すること 

シャワーの排水溝に髪の毛が沢山落ちていて気

持ち悪い。※複数回答あり。 
清掃の強化をして参ります。 

プール団体利用で使えるコースが少なくなってい

ます。スポーツセンター主催の教室ならば貸しきり

も理解できますが一般団体がコースを貸し切り利

用して新宿区民の利用が制限されることは不満が

あります。新宿区立の施設なので区民が優先して

利用できるように改善してほしい。 

プール団体利用はコズミックスポーツセンター

のプール改修工事中のみ一時的に実施して

いたものです。現在のところ、継続して団体利

用を受け入れる予定はありません。 

プールのロッカーが大分壊れています。特にカギ

のバンド不備が目立ちます。予算があればロッカ

ーの取替えを希望します。 

カギのバンドについては、順次交換してまいり

ます。ロッカーの更新については、新宿区と協

議し、検討してまいります。 

プール利用しているが急病になった時誰がプール

に入っているか分かるよう名前だけでも記入して

は。 

今後の運営の参考にさせていただきます。 

第 1武道場に関すること 

第一武道場の畳が凹んでいたり、端が壊れている

ところがあり危ないので直してほしい。 

定期的に点検を行い、修繕が必要な箇所を見

つけ次第、順次対応します。 

トレーニング室に関すること 

トレッドミルが一部故障しているのかたまに勝手に

速度が変わったり、停止する。入口側から 5台目。 
修繕を行いました。 

トレーニング室、たまに換気のため戸を開けて欲し

い。 

戸を開けると害虫等が入りこむため、吸排気シ

ステムを稼働させ館内の空調を管理していま

す。 

トレーニング室を初めて利用する方には機器の使

い方は簡単な指導にした方がいいと思います。 

利用時に理解しておいていただきたい注意事

項を説明させていただいております。 

トレーニング室のマシンで同じ物が 2台ある。 利用頻度が高いマシンを 2台置いています。 

補助プレートの修理、アブドミナルのパットの修理

をお願いします。 
順次修理を行ってまいります。 

フリーｳｪｲﾄのMAX重量がベンチとスクワット130Kg

と書いておりデッドリフトの重量が書いていないの

で分かりにくいです。 

表記を変更致します。 
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バーが 3本あるのにｳｪｲﾄプレートが 2セットしかな

いので増やして欲しい。 

合計重量 130㎏のプレートを 2セット設置して

いるが、すべてのプレートを付けてトレーニン

グする利用者は少ないため、最大 3人が器具

を使用できるように運用している。 

トレーニング室の女子ロッカーにあるカーテンが古

いので変えて欲しい。 
交換を予定しています。 

トレーニング室の音楽が集中の妨げになります。ボ

リュームを下げるか音楽なしにしてください。 
音量の調整を行います。 

ランニングマシンを新しくして欲しい。しょっちゅう

故障している。 

昨年４月に導入致しました。メーカー点検を実

施します。 

トレーニング機具の充実。新しいものに替えてほし

い。※複数回答あり 

今後の運営の参考にさせていただきます。 

他の区同様にトレーニング室を障害者は割引して

欲しい。 

胸筋を鍛える機具が割合多いので他の種類も増

やしてほしい。 

体組成測定の機械が使えないのは残念です。前

は月に数回プリントアウトしてくれた。 

駐車場に関すること 

駐車場が狭すぎる。子どもを乗せているので危

険。平置きにして欲しい。 
今後の運営の参考にさせていただきます。 

その他 

コンビニの隣の飲食スペースにホームレスのような

人達がいるのが不安に思います。 

※複数回答あり 

迷惑となる行為がある場合、注意を行っており

ます。 

2 度程スタッフに注意してもらったがプール観覧席

での場所取りをいまだにしている人がいます。 
巡回、掲示物等で注意管理してまいります。 

授乳室、トイレを清潔にしてほしい。昼食のスペー

スなどほしい。 

清掃を強化してまいります。昼食スペースは、

１階ロビーと４階談話コーナーにございます。 

個人開放の時間を増やしてほしい。 

現在、教室事業、団体利用、大会以外の時間

帯はすべて個人開放をしていることを周知す

る。 
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新宿コズミックスポーツセンター 【資料１】施設の利用・収支状況 

 

(１)施設の利用状況 

施設名 

平成 29年度 平成 28年度 

人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 

大体育室 120,162 2,488 91.0% 129,359 2,465 90.3% 

小体育室 77,523 2,303 84.2% 75,550 2,257 82.1% 

第一武道場 18,805 880 64.6% 18,496 863 63.3% 

第二武道場 23,309 1,074 79.0% 24,854 969 70.6% 

弓道場 21,435 498 100.0% 23,265 510 100.0% 

多目的室 38,909 1,248 91.2% 35,313 1,230 90.2% 

多目的広場 18,204 620 84.2% 33,870 1,117 82.1% 

幼児体育室 6,559 193 14.2% 6,148 193 14.3% 

プール 99,932 2,715 100.0% 200,512 5,650 100.0% 

大会議室 35,002 2,010 74.3% 33,574 1,912 70.6% 

小会議室 16,537 1,011 74.1% 14,086 964 71.3% 

合計 476,377 15,040 79.4% 595,027 18,130 80.5% 

※ 利用人数は、個人利用・貸切利用の合計 

※ 弓道場及びプールは、団体利用のない場合は個人利用に供しているため利用率は１００％ 

※ 天井等改修工事のため、平成 29年 10月 12日から平成 30年 3月 31日までプール及び多目的広場の 

貸し出しを休止 
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(2)収支状況 

 

  ＜本業務＞                                             （単位：円） 

 

  

   
 

 平成 29年度 平成 28年度 

 

収 

入 

利用料金収入 71,347,960 84,920,260 

 参加料収入 19,400,500 27,247,000 

 その他収入 0 2,246,853 

 指定管理料収入 255,643,785 269,798,200 

 
収入合計 346,392,245 384,212,313 

     

   平成 29年度 平成 28年度 

 

支 

出 

人件費 108,823,466 110,886,753  

 旅費交通費 14,411 14,180 

 通信運搬費 1,712,357 1,620,963 

 消耗品費 5,953,974 10,105,638 

 修繕費 16,910,903 29,991,490 

 印刷製本費 505,429 337,498 

 光熱水費 54,273,919 59,020,518 

 使用料及び賃借料 1,120,824 857,424 

 保険料 452,946 665,472 

 諸謝金 2,281,616 2,445,731 

 租税公課 9,669,811 7,525,592 

 負担金 197,600 163,700 

 委託費 140,013,566 143,074,553 

 支払手数料 415,445 458,067 

 固定資産取得費 0 3,051,270 

 リース債務 768,528 0 

 雑費 0 0 

 
支出合計 343,114,795 370,218,849 
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＜自主事業＞                                            （単位：円）                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    平成 29年度 平成 28年度 

 

収入 

自動販売機サービス（飲料水等） 4,573,379 5,314,043 

 リラクゼーションサービスの提供 530,800 637,000 

  コピーサービスの提供 0 0 

 スポーツ用品販売 302,970 739,210 

  貸しロッカー 360,000 270,000 

     
収入合計 5,767,149 6,960,253 

    （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

  

支出 

自動販売機サービス（飲料水等） 212,396 331,353 

 リラクゼーションサービスの提供 262,200 262,200 

 コピーサービスの提供 20,000 20,000 

 スポーツ用品販売 169,308 464,540 

 貸しロッカー 0 0 

 
支出合計 663,904 1,078,093 
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新宿コズミックスポーツセンター 【資料２】平成 29年度アンケート結果 

 

期 間／平成 29年 6月 1日～30日 30日間 

実施方法／貸切利用者へ受付時に手渡し 

集計結果／   

配布数 回答数 回収率 

318 290 91.2% 

 

アンケート結果 

I. 基本事項 

1. 利用施設（複数回答あり） 

   ※大体育室及び多目的広場が多い結果となった。 

 

2. 本日の利用内容（複数回答あり） 

ダンス 球技 会議 水泳 武道 弓道 その他 無回答 

78 31 35 34 57 2 50 6 

   ※ダンスが最も多い結果となった。 

 

3. 当施設を知ったきっかけ 

広報紙 

Oh!レガス 

広報しん 

じゅく(区報) 

財団 

ホームページ 

新宿区 

ホームページ 

生涯学習 

施設ガイド 
その他 無回答 

11 10 40 102 9 88 30 

   ※新宿区ホームページなど、インターネットにより情報を得ている利用者が多い結果となった。 

 

4. 当施設利用の決め手（複数回答あり） 

アクセス 料金 設備内容 手続き その他 無回答 

222 94 102 33 16 12 

   ※アクセスが最も多い結果となった。 

 

5. 登録している団体の種類 

区内 区外 無回答 

151 121 18 

   ※区内・区外に大きな差はなかった。 

 

6. これまでに利用した回数 

初回 2～5回 6～10回 11回以上 無回答 

13 33 18 217 9 

   ※11回以上が突出しており、多くの施設利用者がリピーターであるとの結果となった。 

 

プール 
多目的 

広場 
小体育室 

幼児 

体育室 

第一 

武道場 

第二 

武道場 
弓道場 多目的室 

34 40 28 0 28 36 2 36 

大体育室 大会議室 小会議室 無回答 

40 26 20 5 
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II. 満足度 

1. 使いやすさ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

182 101 4 0 3 

   ※「大いに満足」「満足」が 97.6％を占める結果となった。 

 

2. 利用手続き 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

140 130 15 1 4 

   ※「大いに満足」「満足」が 93.1％を占める結果となった。 

 

3. 利用料金 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

109 132 42 3 4 

   ※「大いに満足」「満足」が 83.1％を占める結果となった。一方で「不満」「大いに不満」が 15.5％を

占める結果となった。 

 

4. 案内表示の分かり易さ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

134 139 12 0 5 

   ※「大いに満足」「満足」が 94.1％を占める結果となった。 

 

5. 利用時間 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

154 120 10 0 6 

   ※「大いに満足」「満足」が 94.5％を占める結果となった。 

 

6. 清掃状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

186 97 4 0 3 

   ※「大いに満足」「満足」が 97.6％を占める結果となった。 

 

7. 更衣室やトイレの状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

165 114 5 2 4 

   ※「大いに満足」「満足」が 96.2％を占める結果となった。 

 

8. 安全性 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

167 113 5 0 5 

   ※「大いに満足」「満足」が 96.6％を占める結果となった。 

 

9. 付帯設備の手入れ・充実具合 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

144 135 5 0 6 

   ※「大いに満足」「満足」が 96.2％を占める結果となった。 
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10. 職員の応対 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

167 114 6 0 3 

   ※「大いに満足」「満足」が 96.9％を占める結果となった。 

 

11. 自動販売機の中身 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

135 135 9 1 10 

   ※「大いに満足」「満足」が 93.1％を占める結果となった。 

 

12. 全般的な満足度 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

157 124 5 0 4 

   ※「大いに満足」「満足」が 96.9％を占める結果となった。 
 

【主なご意見】 

自由意見 施設管理者回答 

施設・付帯設備に関すること 

（小体育室）隣の利用者さんの音が大きすぎるとやり

にくい時があります。 互いに音を出してご利用いただく際は、相手方に

もお気遣いいただくようご協力をお願いしていると

ころです。どうしても音が気になる場合は、受付に

ご一報ください。 

また、現状は板カベへの改修予定はありませんの

で、ご了承ください。 

小体育室を利用している時に、隣の団体がうるさ

いと困る時があります。 

小体育室においては、仕切りがカーテンなので音

が伝わってきます。仕切りを音が伝わらない板カ

ベにして下さい。半面を借りる場合は使いづらい

です。申込もいつも心配しながらしています。 

（大体育室）たまにコートが滑ります。最近は良くな

ったと思います 

引き続き適切なメンテナンスを行い、快適な施設環

境を維持できるよう努めてまいります。 

（多目的室）床が硬くて足が痛くなります。腰と膝にき

ます。 今後改修を行う際に参考とさせていただきます。 

（多目的室）床はリノリウムが良いです。 

マットを貸してもらいたい。(多目的室利用) 

床がほかの施設より冷たいので、冷えます。（同様

6件） 

備品購入の際に参考とさせていただきます。 

（小会議室）コンセントの差し口が少ないかもしれま

せん。 

コンセントについては現状増やすことができない状

況です。ご了承ください。 

本年 4月から長年要望してきた武道場の畳が柔ら

かくなり大変満足です。有難うございました。 
ご利用ありがとうございます。今後もより良い施

設運営に努めてまいりますので、引き続きご

利用くださいますようお願いいたします。 
畳が柔らかくなりとても使いやすくなりました。 

ありがとうございます。 

第一武道場の畳の敷き方が違和感を感じる。 今後の参考とさせていただきます。 
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第二武道場の照明が暗い。撮影許可を取るのが

大変。区外団体なので予約が思うようにいかな

い。 

照明は競技に適切な照度に設定していますが、今

後の参考とさせていただきます。 

撮影については事前に内容等確認させていただ

いておりますので、申し訳ございませんがご協力く

ださい。 

予約については、区立施設のため、区内在住・在

勤の方で構成された団体様を優先させていただい

ております。 

第二武道場をお借りすることが多いのですが、以

前あった鏡があると嬉しいです。 

移動式の鏡が弓道場の横にございます。利用に

際しては職員にお声がけください。 

トイレが少ないです。 現状は増やすことができません。ご了承ください。 

施設規模に比べ、ロッカーが暗く狭い。大体育室

の舞台にネットがほしい。 

ロッカーの更新等設備については検討いたしま

す。 

ゆっくりくつろぐ場所があると良い（ベンチとかではな

いもの）。 
検討いたします。 

地下1階のロビーのエレベーターを出たところに時計

があれば。 

ドアを止めるのがほしい。 
ドアストッパーがございますので、必要であれば職

員にお声がけください。 

たまにＣＤプレイヤーリモコンの電池がないです。 

貸出用品の状態をしっかりと確認するようにいたし

ます。 

得点板が用意されていなかった。 

マイクを 2本用意してもらったが、1本が使用不能

だった。 

プールに関すること 

プール内の床が滑りやすいところがあるため転倒

が怖い。 

清掃を徹底するようにいたします。 プールへ入る前の更衣室ロッカーの下が汚れて

います。 

タイルも滑ります。 

プール更衣室内、脱水機の上に扇風機を設

置してほしい。夏になると湿度がとても高く、

かなり暑い。着替えが大変である。 

プール更衣室の換気扇の改修を検討いたします。 

（プール）プラスチック製のパドルが手に当たると

痛いので危険！ 

プール内設備についてはご利用者様の声も伺い

ながら検討いたします。 

システム・予約・料金に関すること 

以前の方が抽選申込の際に第二希望や第三希

望も入力できて、利用手続きは良かった。 

予約システム改修の際に参考にさせていただきま

す。 

弓道場の予約がネットでできれば良いと思いま

す。練習で来るときに次回の予約をすれば良い

のですが、来ることが難しい時もあるのでネットだ

と便利かと思っています。 

高校生には施設利用料の負担が大きいので困って

います。 

弓道場の利用には制限があるため、予約方法が異

なっております。ご了承ください。 

利用料金については、区の条例で規定された

範囲内で設定させていただいています。ご理解

の上、ご利用をお願いします。 

6時から利用できる時間帯の工夫があればお願い

したい。 
今後の参考とさせていただきます。 
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（多目的室利用）もっと沢山利用させてもらいたい

のですが、大体予約が入っているのでさびし

い・・・ 

現状利用の申し込みが多く、ご予約が取りにくい状

況が続いております。ご不便おかけいたします

が、ご理解いただけますようお願いいたします。 （多目的室）鏡が大きいのでいつも使用したいの

ですが、なかなか空がないので残念です。 

（第二武道場利用）料金が高いのがかなりマイナス点

です。区民団体登録の予約が 3か月前からではな

く、もう少し前から予約できるようにして頂きたいで

す。 

予約時期については新宿区の条例等で規定され

ております。 

利用料金については、区の条例で規定された

範囲内で設定させていただいています。ご理解

の上、ご利用をお願いします。 

利用料金がもう少し安くして頂けると有難いのです

が。 

利用料金については、区の条例で規定された

範囲内で設定させていただいています。ご理解

の上、ご利用をお願いします。 利用料金が他地域に比べて高いと思います。 

利用ルールに関すること 

多目的広場の個人利用がいつでも大人も OK で

あってほしいです。 
検討いたします。 

フォームの修正は必須なのにビデオ撮りができ

ないことが最大の不満。 

撮影については他にご利用される方へのご迷惑と

なる場合があり、ご遠慮いただいております。ご理解

とご協力をお願いします。 

（プール）団体利用の際いちいちプール受付で承

認書を見せるのが面倒。 

承認書の確認については、条例等で規定され

ております。ご理解いただけますようお願いいたし

ます。 

清掃に関すること 

コズミックは清掃状態が悪い。 清掃を徹底するようにいたします。 

その他 

利用報告書と共にボールペンを貸してほしい 

（失くさないようにひも付きです）。 
今後ボールペン等の筆記用具付きに変更します。 

あまりに時間を警備の方々に急かされてしまうのが

少々…。 

清掃、準備等の時間が必要なため、お時間まで

のご利用にご理解ください。 

近隣のプールの利用状況等を把握してほしい。工

事期間がダブりすぎ！ 

大規模改修は新宿区が長期修繕計画に基づき、

計画的に実施しているものです。ご不便をおかけし

ますが、ご理解いただけますようお願いいたしま

す。 

いつもありがとうございます。 

これからもよろしくお願いします。 

（……等、同様 14件） 

ご利用ありがとうございます。 

今後もより良い施設運営に努めてまいりますの

で、引き続きご利用くださいますようお願いいたし

ます。 
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大久保スポーツプラザ 【資料１】施設の利用・収支状況 

（１）施設の利用状況 

施設名 
平成 29年度 平成 28年度 

人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 

多目的ホール 30,179 1,190 86.1% 35,006 1,181 85.1% 

集会室 14,608 2,423 87.5% 12,481 2,396 87.1% 

和室 13,172 793 57.2% 10,978 789 65.0% 

児童遊戯室 838 27 1.9% 1,254 39 2.8% 

庭球場 15,561 3,175 91.0% 16,069 3,306 94.1% 

合計 74,358 7,608 73.0% 75,788 7,711 75.2% 
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（２）収支状況 

 

 

 

 

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ＜本業務＞  （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

収 

入 

利用料金収入 19,069,025 19,471,070 

 参加料収入 615,200 614,150 

 その他収入 0 19,252 

 指定管理料収入 26,180,000 26,861,000 

 
収入合計 45,864,225 46,965,472 

    （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

支 

出 

人件費 18,071,017 14,359,043 

 通信運搬費 124,805 162,769 

 消耗品費 571,372 1,581,027 

 修繕費 2,288,250 2,614,968 

 印刷製本費 69,000 68,853 

 光熱水費 4,938,875 4,604,612 

 使用料及び賃借料 61,972 69,788 

 保険料 33,285 36,884 

 諸謝金 133,520 207,280 

 租税公課 1,468,483 720,649 

 委託費 16,817,311 16,992,176 

 支払手数料 19,397 13,232 

 固定資産取得費 0 1,041,552 

 
支出合計 44,597,287 42,472,833 

 ＜自主事業 ＞  （単位：円） 

  

 
平成 29年度 平成 28年度 

 

収 

入 

自動販売機サービス（飲料水等） 399,280 404,001 

 コピーサービスの提供 0 0 

  収入合計 399,280 404,001 

    （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

支 

出 

自動販売機サービス（飲料水等） 20,010 19,252 

 コピーサービスの提供 20,000 20,000 

 支出合計 40,010 39,252 
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大久保スポーツプラザ 【資料２】平成２９年度アンケート結果 

 
期 間／平成 29年 6月 1日～30日 30日間 

実施方法／貸切利用者へ受付時に手渡し 

集計結果／   

配布数 回答数 回収率 

286 282 98.6% 

 
アンケート結果 

I. 基本事項 

1. 利用施設(複数回答あり) 

テニスコート 
多目的 

ホール 
集会室 和室 児童遊戯室 無回答 

162 45 56 18 0 2 

   ※テニスコートが最も多く、次いで半面利用もできる集会室が多い結果となった。 

 

2. 本日の利用内容(複数回答あり) 

テニス ダンス 会議 武道 卓球 その他 無回答 

161 56 4 11 19 28 4 

   ※テニスについてはテニスコート利用と同数で、屋内施設ではダンスが最も多い結果となった。 

 

3. 当施設を知ったきっかけ 

広報紙 

Oh!レガス 

広報しん 

じゅく(区報) 

財団 

ホームページ 

新宿区 

ホームページ 

生涯学習 

施設ガイド 
その他 無回答 

20 19 35 108 11 64 25 

   ※新宿区および財団のホームページが多く、ネットによる情報配信の重要性がうかがえる。 

 

4. 当施設利用の決め手（複数回答あり） 

アクセス 料金 設備内容 手続き その他 無回答 

230 118 71 27 10 10 

 

5. 登録している団体の種類 

区内 区外 無回答 

210 53 18 

   ※区内の方が圧倒的に多い結果となった。 

 

6. これまでに利用した回数 

初回 2～5回 6～10回 11回以上 無回答 

13 28 26 209 6 

   ※11回以上が最も多く、リピーターが多いことが分かる。 

 

II. 満足度 

1. 使いやすさ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

148 118 11 1 4 
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2. 利用手続き 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

133 128 16 0 5 

 

3. 利用料金 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

140 116 22 0 4 

 

4.  案内表示の分かり易さ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

115 140 20 1 6 

 

5.  利用時間 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

136 130 12 1 3 

 

6.  清掃状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

168 107 1 0 6 

 

7.  更衣室やトイレの状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

166 109 1 0 6 

 

8.  安全性 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

144 113 17 4 4 

 

9.  付帯設備の手入れ・充実具合 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

133 129 14 0 6 

 

10.  職員の応対 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

165 106 7 0 4 

 

11.  自動販売機の中身 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

113 142 19 0 8 

 

12.  全般的な満足度 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

139 137 2 0 4 

 

   ※全体としてはおおむね満足度が高い結果となった。特に「清掃状態」については「大いに満足」が

最も多かった。一方「不満」と「大いに不満」の合計が最も多かったのは「利用料金」であった。 
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【主なご意見】  

自由意見 施設管理者回答 

屋内の施設・付帯設備に関すること 

（多目的ホール）机が珈琲まみれでした。 
申し訳ございませんでした。 

清掃を徹底するようにいたします。 

清掃がとても良い。 
ご利用ありがとうございます。 

今後もより良い施設運営に努めてまいりますの

で、引き続きご利用くださいますようお願いいたし

ます。 

デッキの買替えありがとうございます。 

とても使いやすく音がクリアーで最高です！ 

デッキも新しくなって使いやすくなりました。 

鏡も見やすくなりました。ありがとうございます。 

鏡があと何枚かあるとありがたいです。 

舞踊には不可欠です！ 

大小の移動式の鏡を準備しております。購入につ

いては検討させていただきます。 

屋内施設のシステム・区分・料金に関すること 

夜間に使うことが多いですが 18：00 からや 18：

30 からの枠があると良いです。 

現状 1日を 4区分に分けており、このような時間区

分となっております。適切な時間区分については

今後も新宿区とも協議していきますが、現状ご理解

いただけますようお願いいたします。 

（集会室）予約の取れるのが厳しいです。 

今後ともよろしくお願いします。 

多くのお客様にご利用いただいている状況が

続いており、ご不便おかけいたしますが、何卒ご理

解いただければ幸いです。 

（多目的ホール）もう少しお安くして頂けたら嬉しい

です。 

利用料金については区の条例に規定された範囲

内で設定させていただいています。ご理解の上、

ご利用をお願いします。 

その他屋内施設に関すること 

先輩の代から長年使わせて頂いています。いつも

ありがとうございます。 

広くてキレイで、とてもありがたく使わせて頂いてい

ます。 

施設利用の決め手は事務所対応の良さ。 

毎度ご迷惑をおかけしていると思いますが、その

度に優しく応対して下さり誠に感謝しております。 

（……等、同様 12件） 

ご利用ありがとうございます。 

今後もより良い施設運営に努めてまいりますの

で、引き続きご利用くださいますようお願いいたし

ます。 

テニスコートの施設・付帯設備に関すること 

コートが滑る。（同様 6件） 

もっと一般的なハードコートにしていただきたいで

す。 

B面が暗い。 
ご意見ありがとうございます。今後の参考とさせて

いただきます。 

コートについては、過去に実施したアンケートの結

果を踏まえて現在のハードコートとなりました。コー

ト補修・メンテナンスは適宜実施しておりますが、特

にひどい箇所については新宿区とも協議の上、施

設の改修の際に検討させていただきます。 

また、屋根の設置は立地上困難ですので、ご了承

ください。 

ネットが高すぎる時がある（B面）。 

コートサーフェスが一部悪い。 

コート面にもう剥がれが出ている。 

コートの補修をこまめにして欲しい。（同様 2件） 

オムニコートが好きです。 

雨天時屋根があると使用しやすい。 

せっかくの鉄骨組が無駄に思えてならない。 

ボールが外に出ないように網（ネット）で工夫できない

かと思う。 

テニスコートに屋根を付けてほしいです。 
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コートの雨対策を何とかしてください。オムニにして

ほしい。 

屋根をつけてほしい。 

外と内の時計の時刻のズレを同じに調整してほし

い。 

審判台は使用実績がないうえコートチェンジの際

の妨げになるので撤去してほしい。 

夕方、西日がまぶしいので対策ネット等をお願いし

ます。 

照明が切れているところ有り 
ご不便おかけして申し訳ございませんでした。

新しい照明を付け替えました。 

シングルスポールが１組しかないのでもう１組用

意してほしい。（同様 3件） 

シングルスポールについては 1 組購入いたしまし

た。 

ご利用の際は事務所窓口にお声かけください。 

雨天時のコート清掃にもう少し力を入れてくれると嬉し

いです。 清掃を徹底するようにいたします。 

コートの整備をまめにして頂きたいと思います。 

テニスコートの予約・料金・時間に関すること 

（テニスコートの）予約が入りづらい。 より良い予約の方法について、他施設等も参考

に検討していきます。 なかなか予約が取りづらい。 

照明代が高い。 利用料金については区の条例に規定された範囲

内で設定させていただいています。ご理解の上、

ご利用をお願いします。 
照明料金が安くなってほしい。 

夏だけでも良いので朝 7:00～9:00の枠を作ってほ

しい。 
利用区分については新宿区の条例等で規定され

ております。ご意見については区の方にお伝え

しますが、ご理解いただけますようお願いいたし

ます。 

7:00～9:00みたいな早朝の枠を設けて欲しい。 

いつも 19：30 から利用していますが、19：00 から

始められると嬉しいです。 

照明代を 22：00まで支払っているので、時間いっ

ぱい使いたいです。 

時間までに更衣等を完了し、退出することになっ

ております。ご了解いただければ幸いです。 

テニスコートの利用ルールに関すること 

テニスと投資セミナーがセットで商売している団体

がある（ネット募集しています）。 

新宿区とも協議の上、営利目的の基準等を検討して

いるところです。利用に問題がある団体について

は、注意をいたしますので、お知らせください。 

コート１面の定員数を１０名以下にしてほしい。 

とある団体は「テニス→食事会→投資セミナー」の

流れで募集の為スタッフが５名の他参加者２０名

もおり、隣のコートの邪魔になりとても危険です。

集合写真を撮ったり営業用として利用しているの

で、せめて「定員の人数制限」を検討して頂きた

い。 

コートの定員を 10名に制限してほしい。 

教室のように多くの参加で利用されると隣のコート

のゲーム等に危険であり、写真撮影等の集団利用

は公共施設の利用上他の方に迷惑である。 

テニスコートを横切る時のマナー案内があると助か

る。 
マナーの案内等を検討いたします。 
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テニスコートのプレー中、隣のコートのボールが入

ってくる時にとりにくるのはやめて欲しい。（プレ

ーが中断した時にとりにきて欲しい）隣のコート

まで入ってきて無理にボールを追わないで欲し

い。 

「蛍の光」を鳴らさないでほしい。入替をきちんとで

きるようにしてほしい。 
入替がきちんとできるよう周知徹底していきます。 

テニスコートの入替を監視してほしい。特に学生さん

は時間を過ぎても出て行かないことが多々あるの

で。時計の時間をそろえてください。 

団体に関しては注意喚起を行います。時間はそ

ろえるようにします。 

テニスコート雨天中止のジャッジが早すぎると思い

ます。 

コートの状況等判断の上決定しております。ご了

承ください。 

その他テニスコートに関すること 

自販機にファンタグレープが欲しい。 
自販機の商品入れ替えの際に検討させていただ

きます。 

警報器が鳴り煙が出た時、何も説明が無かった。 
申し訳ございませんでした。ご利用の皆様が不安

に思わないよう、今後説明を徹底していきます。 

利用報告書の必要性を感じないので即時廃止せ

よ 

お手数おかけしますが、報告書により実績等の

管理を行っております。ご協力お願いいたしま

す。 

DYDOの自動販売機を希望します。 自動販売機入れ替えの際に検討させていただきま

す。 自販機の Suica対応をしてほしい。 

個人的な動画撮影が出来ない事については、や

はり疑問に思い再検討をお願いしたく思います。

理由についても、前からそうだった、規則だからで

はなく、規則を徹底させようとする際は、各職員の

皆さんにもその意味をしっかり説明し、利用者に説

明できる様にすること、職員の皆様も規則だからで

はなく、自問し、疑問に思ったら上に確認する姿

勢でお願い出来ましたら幸いです。いつもありがと

うございます。よろしくお願いいたします。 

動画については、外部に出さず、個人で利用さ

れる場合のみは撮影を許可します。 

ありがとうございます。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

（……等、同様５件） 

ご利用ありがとうございます。 

今後もより良い施設運営に努めてまいりますの

で、引き続きご利用くださいますようお願いいたし

ます。 
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公園における運動施設 【資料１】施設の利用・収支状況 

（１）施設の利用状況 

施設名 

平成 29年度 平成 28年度 

人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 人数（人） 貸切利用件数（件） 利用率 

西戸山公園野球場 52,733 1,756 84.5% 51,746  1,647  78.8%  

落合中央公園野球場 54,496 1,833 83.6% 51,520  1,780  79.6%  

西落合公園少年野球場 22,385 597 42.8% 24,576  609  41.3% 

妙正寺川公園運動広場 10,293 322 50.2% 11,615  359  60.2%  

甘泉園公園庭球場 14,570 2,617 98.8% 15,288  2,656  97.5%  

西落合公園庭球場 15,144 2,601 93.7% 14,729  2,656  95.1%  

落合中央公園庭球場 7,970 1,926 92.8% 8,434  1,961  92.9%  

合計 177,591 11,652 84.4% 177,908  11,668  83.2%  
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(2)収支状況 

 

  ＜本業務＞                                                 （単位：円） 

 

 

＜自主事業＞                                                （単位：円）  

 

   
 

 平成 29年度 平成 28年度 

 

収 

入 

利用料金収入 34,955,300 34,203,940 

 指定管理料収入 24,568,000 28,755,000 

 その他収入 0 119,420 

 収入合計 59,523,300 63,078360 

     （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

支 

出 

人件費 28,393,534 27,001,297  

 旅費交通費 31,233 29,421 

 通信運搬費 618,474 768,918 

 消耗品費 1,151,541 1,891,748 

 修繕費 4,187,592 6,909,354 

 印刷製本費 73,000 72,294 

 燃料費 62,350 72,177 

 光熱水費 7,054,657 6,707,229 

 保険料 105,847 157,592 

 租税公課 2,467,514 1,938,334 

 委託費 9,415,882 6,109,146 

 支払手数料 43,769 28,982 

 雑費 0 132,762 

 
支出合計 53,605,393 51,819,254 

   
 

 平成 29年度 平成 28年度 

 

収 

入 

自動販売機サービス（飲料水等） 1,660,928 1,798,407 

 
収入合計 1,660,928 1,798,407 

   

 

 

   （単位：円） 

   平成 29年度 平成 28年度 

 

支 

出 

自動販売機サービス（飲料水等） 69,657 119,285 

 
支出合計 69,657 119,285 
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公園における運動施設 【資料２】平成 29年度アンケート結果 

期 間／平成 29年 6月 1日～30日 30日間 

実施方法／貸切利用者へ受付時に手渡し 

集計結果／ 

配布数 回答数 回収率 

401 364 90.8% 

 

アンケート結果 

I. 基本事項 

1. 利用施設（複数回答あり） 

西戸山 落合中央 甘泉園 西落合 無回答 

37 112 79 145 2 

    

2. 本日の利用内容 

テニス 野球 サッカー フットサル その他 無回答 

250 86 20 0 1 1 

    

3. 当施設を知ったきっかけ 

広報紙 

Oh!レガス 

広報しん 

じゅく(区報) 

財団 

ホームページ 

新宿区 

ホームページ 

生涯学習 

施設ガイド 
その他 無回答 

43 15 64 74 10 144 14 

   

4. 当施設利用の決め手（複数回答あり 

アクセス 料金 設備内容 手続き その他 無回答 

307 97 65 24 18 7 

 

5. 登録している団体の種類 

区内 区外 無回答 

287 64 13 

    

6. これまでに利用した回数 

初回 2～5回 6～10回 11回以上 無回答 

15 19 18 308 4 

    

 

II. 満足度 

1. 使いやすさ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

162 149 47 4 2 

 

2. 利用手続き 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

145 200 10 2 7 
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3. 利用料金 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

139 196 23 4 2 

 

4. 利用時間 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

145 206 9 1 3 

 

5. 清掃状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

169 179 10 0 6 

 

6. 更衣室やトイレの状態 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

142 186 23 5 8 

 

7. 安全性 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

146 197 12 4 5 

 

8. 職員の応対 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

246 110 6 0 2 

 

9. 自動販売機の中身 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

91 179 21 2 71 

 

10. 全体的な満足度 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

156 187 9 1 11 

 

 

 

【主なご意見】 

自由意見 施設管理者回答 

施設・付帯設備に関すること 

【落合中央公園】芝の継目がイレギュラーしたり足が

引っかかったりする。（同様の意見他 5件） 
ご不便をおかけして申し訳ございません。グラウン

ド・コートの補修・メンテナンスは適宜実施しており

ますが、特にひどい箇所については、新宿区と施

設改修について検討させていただきます。 

また、マウンドにつきましては、年に 1回整備を行っ

ておりますので、整備の際に調整いたします。 

【落合中央公園】テニスコートの張り替えお願いしま

す。（同様の意見他 24件） 

【落合中央公園】ベースの補修の凸凹をなくしてほし

い。ホーム（バッターボックス）のへこみを補修してほし

い。（同様の意見４件） 

【甘泉園公園】雨の後のコートの水切れが悪い。コー

トを貼り直してほしい（同様 5件） 
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【落合中央公園】ネットが低い、よくボールが出てしま

う。防風ネットが欲しい（同様の意見他 3件） 
現在設置しているネットは、近隣住民の方の目隠

しのために設置しているものです。防風ネット、日よ

け等の対応につきましては、新宿区と検討させてい

ただきます。 

【甘泉園公園】時間帯によっては日影が無い。ベンチ

上に日除けがあると夏場利用しやすい。（同様の意

見他 2件） 

【西落合公園】グラウンド側と川沿い道路側に風よけ

ネット付けてください。（同様の意見他 1件） 

【西落合公園】大会等行われる時の出入口が不便（ゲ

ームの邪魔になる所にしか出入口が無いため）。だれ

でもトイレが日常的に使用出来ると良いと思う。 

出入口の移設は構造上困難な状況です。また、

西落合公園内の誰でもトイレは、夜間にイタズラが

多発しているため、開放時間を設けております。

何とぞご了承ください。 

【西落合公園】住宅が近接しているためボールがネット

を越えそうです。ネットを今一度高くして頂けると有り

難いです。（同様の意見他７件） 

近隣住民の方からもご要望があり、29 年 11 月に民

家と庭球場のフェンスの嵩上げを実施しました。 

【西落合公園】砂をもう少し多くしてほしい。（他区のコ

ートと比べて砂が少ない） 

コートの砂については、コートの状況を確認し、適

宜補充を行っておりますが、お気づきの点がござい

ましたら財団職員（管理人）までお知らせください。 【甘泉園公園】砂を多くしてほしい。 

【甘泉園公園】公園側のネットの下部分に緑のシー

トが無いので、公園の白い土が反射して球が見え

にくく、怪我につながりやすい。 
現況では設置や舗装が困難な状況です。何とぞ

ご了承ください。 
【西落合公園】西落合の受付前の砂利道を舗装して

ほしい。（同様の意見他 1件） 

【甘泉園公園】シングルスポールをもう一組用意して

ほしい。レッスン用のボール台(ワゴン)を貸してほし

い。 

頂戴したご意見を踏まえ、購入を検討します。 

【落合中央公園】照明が切れているところがある。 照明ランプの交換を実施しました。 

【甘泉園公園】【西落合公園】新たにテニス施設の増設

を希望します。（同様の意見他 3件） 

現状では、コートの新設は困難な状況です。何とぞ

ご了承ください。 

システム・区分・料金に関すること 

【西落合公園】夏と冬の期間による時間の変更は困

る。 

できるだけ多くの時間を利用者の皆様にご提供で

きるように、時期毎の日の出・日の入時間に合わ

せて、各施設の営業時間を設定しています。 

【落合中央公園】【西戸山公園】抽選がなかなか当た

らない。利用する人（本人）のみが使えるようにしてほ

しい。カードだけ作って利用する人は一部の人だけ

というのが多すぎます。（同様の意見他 2件） 

ご不便をおかけしております。利用申込みが非常

に多く、ご予約が取りにくい状況が続いております。

なお、予約キャンセルが発生する場合もありますの

で、適宜空き状況をご確認いただければ幸いで

す。 

【落合中央公園】サッカーの利用を増やして欲しい。ボー

ルを無くなりにくくして欲しい。（同様の意見他 1件） 

当施設は野球場として設置されております。何とぞご

了承ください。 

【落合中央公園】【甘泉園公園】 

利用料金が高い（同様の意見他 4件） 

照明料金は、施設全体の維持管理費などより算

定しております。また、利用料金は区の条例で規

定された範囲内で設定させていただいています。

ご理解の上、ご利用をお願いします。 

【甘泉園公園】在学でもカードが作れたら嬉しい。 

条例施行規則には区民団体として登録する場合

は、区内在住及び在勤者と規定されており、在学

者は区民団体としては登録することはできません

が、区外団体としては登録が可能です。 
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利用ルールに関すること 

【落合中央公園】高い金額で人を集めているグル

ープを何とかしてほしい（ネットで募集している）。 

ご指摘ありがとうございます。新宿区とも協議の上、

対応を検討しているところです。利用に問題がある

団体については、注意をいたしますのでお知らせく

ださい。 

【甘泉園公園】大学生のサークル予約に関して、人数

制限が無いため、時々10 人以上で使用している。他

区の様に人数を決めてほしい。 

条例では団体構成員の最少人数の規定はござい

ますが、上限人数の規定はありません。利用に問

題がある団体については、注意をいたしますので、

お知らせください。 

【甘泉園公園】更衣室の利用時間を守らせてくださ

い。時間内使用を徹底化する。 
利用されている方への周知を徹底します。 

【落合中央公園】更衣室使用を時間内に終わら

せるのは厳しい。次チームとかち合わない為にもプ

レー終了後の使用を認めて欲しい。（同様の意見他

6件） 

更衣室の利用時間については、各区分の利用

時間に含まれておりますので、何とぞご了承くださ

い。 

【甘泉園公園】申込みを中野区並に厳しくしてほし

い。沢山名義を持っているチームと対抗して当選する

のがとても難しい。野球場がテニスコートに比べて利

用率が低すぎる。（同意用の意見他 1件） 

 

中野区をはじめ、他の区や自治体の状況を参考に

しながら、新宿区と検討させていただきます。 

【甘泉園公園】練習ボールを置かせてほしい。 

大変申し訳ございませんが、スペースの確保が難

しいため、皆さまのお荷物をお預かりすることができ

ません。 

清掃に関すること 

【甘泉園公園】男子トイレが汚いです。 

ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。甘

泉園公園内のトイレは新宿区が清掃等の管理を

行っておりますので、トイレの清掃を徹底するよう、

新宿区に申し入れます。 

【甘泉園公園】年間通じて排水（神社側）の洗浄状態

もいつも良く、定期的に実施されていて、テニス場内

が良く清掃されています。 

ありがとうございます。今後もご満足していただけるよ

う努力してまいります。 

【甘泉園公園】 

雨天後にベンチが濡れたままのことが多い。 

整備が行き届いておらず、申し訳ございません。雨

天後にベンチを拭くよう徹底します。 

その他 

【落合中央公園】夏場の自販機の売り切れを防いで

ほしい。（同様の意見他 1件） 

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。お気づきの

点がありましたら、管理人にお申し付けください。 

【落合中央公園】 

本塁付近のくぼみ、蚊が多い 

害虫対策については、新宿区と連携して対応して

まいります。お気づきの点がございましたら、管理人

までお知らせください。 

【西戸山公園】「管理人の方がとても親切なんだよ」

という評判を聞いておりました。とても使いやすく、また

秋にも利用させて頂きたく存じます。（同様の意見他

18件） 

ありがとうございます。 

今後も満足していただけるよう努力してまいります。 
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生涯学習館 【資料１】施設の利用・収支状況 

 (１)施設の利用状況 

施設名 

平成 29年度 平成 28年度 

人数（人） 貸切利用面数（面） 稼働率 人数（人） 貸切利用面数（面） 稼働率 

赤城生涯学習館 54,303 6,054 96.9% 54,602 6,015 96.3% 

戸山生涯学習館 84,105 7,570 91.2% 86,323 7,638 91.9% 

北新宿生涯学習館 56,594 5,453 87.3% 56,093 5,393 86.3% 

住吉町生涯学習館 33,226 3,746 90.3% 37,111 3,694 90.0% 

西戸山生涯学習館 49,051 4,654 89.4% 51,430 4,623 88.8% 

合計 277,279 27,477 91.2% 285,559 27,363 90.9% 
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(2)収支状況 

  ＜本業務＞                                               （単位：円） 

 

＜自主事業＞                                             （単位：円） 

 

 

                                                                   

 

 

収 

入 

 平成 29年度 平成 28年度 

 利用料金収入 19,689,154 19,709,999 

 参加料収入 180,000 180,000 

 その他収入 0 172,083 

 指定管理料収入 129,755,000 132,287,000 

 
収入合計 149,624,154 152,349,082 

     （単位：円） 

 

支 

出 

 平成 29年度 平成 28年度 

 人件費 93,724,999 90,170,771 

 旅費交通費 64,084 60,839 

 通信運搬費 810,061 855,955 

 消耗品費 5,690,159 4,522,486 

 修繕費 3,910,921 6,428,712 

 印刷製本費 162,294 177,594 

 光熱水費 14,071,006 13,113,487 

 使用料及び賃借料 146,980 134,320 

 保険料 61,712 69,881 

 諸謝金 231,984 237,984 

 租税公課 7,725,715 6,156,965 

 委託費 19,867,452 19,183,572 

 支払手数料 51,404 80,614 

 
支出合計 146,518,771 141,193,180 

 

収
入 

 平成 29年度 平成 28年度 

 自動販売機サービス（飲料水等） 1,303,012 1,342,577 

 
収入合計 1,303,012 1,342,577 

     （単位：円）  

 

支
出 

 平成 29年度 平成 28年度 

 自動販売機サービス（飲料水等） 167,115 172,031 

 
支出合計 167,115 172,031 
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生涯学習館 【資料２】平成 29年度アンケート結果 

 

期 間／平成 29年 9月 1日～9月 30日 30日間 

実施方法／貸切利用者へ受付時に手渡し 

集計結果／ 

 回答数 

赤城生涯学習館 333 

戸山生涯学習館 150 

北新宿生涯学習館 224 

住吉町生涯学習館 103 

西戸山生涯学習館 91 

計 901 

 

アンケート結果 

１ 利用者年齢 

 

２ 住所 

 

    

３ 利用区分（登録団体・一般団体） 

 

 

    

４ 活動内容（複数回答有り） 

社会・ 

教養 

歴史・ 

地理 
武道 音楽 

踊り・ 

ダンス 
スポーツ 

家庭・生

活・趣味 

58 7 15 186 134 50 103 

   

芸能・ 

美術 

語学・ 

外国語 

日本文化・ 

伝統文化 

文学・ 

芸能 
その他 

175 28 39 61 67 

    

５ 施設の使いやすさ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

303 550 25 4 19 

    

６ 施設利用手続きの容易さ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

229 517 80 11 64 

   

７ 施設の利用料金 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

417 439 13 1 31 

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答 

0 2 68 85 75 94 230 331 16 

新宿区内 新宿区外 無回答 

429 370 102 

登録団体 一般団体 無回答 

593 165 143 
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８ 利用施設の清潔さ  

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

336 530 18 0 17 

    

９ 洗面所（トイレ）の清潔さ  

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

311 532 43 1 14 

       

１０ 設備、備品の充実具合 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

246 546 67 7 35 

    

１１ 自動販売機の充実具合 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

193 581 48 3 76 

 

１２ 職員の対応の丁寧さ、親切さ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

514 371 6 2 8 

    

１３ 職員の説明のわかりやすさ 

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

428 437 10 1 25 

    

１４ 全体的な満足度   

大いに満足 満足 不満 大いに不満 無回答 

305 544 20 1 31 

 

１５ 新宿地域人材ネットをご存知ですか。 

知っている 知らない 無回答 

195 548 158 

 

１６ 指導者・支援者バンクに登録していますか。 

登録している 登録していない 無回答 

21 530 350 

 

１７ コンシェルジュを知っていますか。 

知っている 知らない 無回答 

84 651 166 

 

１８ コンシェルジュによる支援を利用したいですか。 

利用してみたい 興味はある 利用を考えていない わからない 無回答 

18 239 182 238 224 
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【主なご意見】 

ご意見 施設管理者回答 

  赤城生涯学習館に対する主な意見 

コピー機を設置してほしい（同様意見 20） 

設置費用の観点から、現在のところ新規での設置は

困難な状況です。事務所のコピー機と兼用で使用で

きないか検討させていただきます。 

※ 他館でも同様の意見あり 

一斉受付は早朝からの待ち時間が長い等やり方が

まずい、職員の説明を短くするとか早く終わるように

してほしい 

一斉受付は、登録団体の皆様が平等に施設を利用

できるよう実施しております。待ち時間や説明の点で

煩わしく思われることも承知しておりますが、他の団

体の方のためにもご理解くださいますようお願い申し

上げます。 

利用時間の午後、夜間を 2 時間単位に区切るとか

して料金を下げてほしい 

1 区分の利用時間が減ってしまうことで不都合が生じ

る団体もいらっしゃいます。今後、多くの団体の意見

を伺いながら検討させていただきます。 

キャンセルをネットからできるようにしてほしい、又キ

ャンセルは 5 日前まで可能となっているが前日まで

にしてほしい 

現在予定しておりますシステムの改修時にインターネ

ットからのキャンセルができるかどうか検討しておりま

す。また、返金はできませんが、4日前より直近でもキ

ャンセル自体は可能でございます。ご不明な点は当

館職員までお問い合わせください。 

予約を電話でできるようにしてほしい（同様意見 3） 
お手数ですがインターネットまたは窓口にてご予約く

ださい。 

赤城の建物の階段は高齢者にはきつい、エレベー

ターを設置してほしい（同様意見 2） 

建物の構造上、エレベーターを設置することは困難

です。利用者の方に過度な負担がかからない代替案

を探し検討させていただきます。 

部屋の予約がとりにくいのが悩みである（同様意見

2） 

稼働率が非常に高く、このような悩みが多くの団体に

あることは承知しております。他館や多施設のご利用

も併せてご検討いただければ幸いです。 

道路から学習館の入口に段差があり車椅子、自転

車、乳母車が通りにくい、バリアフリー対策を施して

ほしい 

赤城生涯学習館の敷地の所有者が東京都であるた

め、早急な対応は難しい状況ではありますが、まずは

このようなご意見をいただいた旨を、東京都教育庁神

楽坂庁舎にお伝えいたします。 

 

受付の対応に個人差がある、非常に感じがいい人

もいるが感じが悪く嫌な気分になる人もいる 

不快なお気持ちにさせ申し訳ございません。職員教

育や接遇研修を通じ、職員の意識を向上させてまい

ります。 

和室の空調設備を新しくしてほしい、騒音が発生し

空調効率が非常に悪い（同様意見 6） 
新宿区に状況を伝え、対応を検討いたします。 

和室の畳は定期的に新しくしてもらっているがそろ

そろ新しくしてほしい（同様意見 3） 

前回の張替えは平成 25年に実施いたしましたので、

次回の張替えは畳の状態と予算を勘案し、時期を検

討いたします。 

各部屋に防音対策をしてほしい 

ピアノが配置され、合唱等の使用を想定していたレク

レーションホールや視聴覚室では防音対策を施して

おりますので、使用目的に合わせこちらの施設をご

利用ください。また、他の利用者の音が気になる場合

は、当館職員にご相談ください。 
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戸山生涯学習館に対する主な意見 

エレベーターの設置を希望します 

建物の構造上、エレベーターの設置は困難です。ご

不便をおかけいたしますが、外周スロープを併せて

ご利用ください。 

ＷＥＢ予約、ＰＣのみからでなくスマホ、携帯からも

予約できると助かる。キャンセルもネットからできる

ほうがいい 

スマートフォンからの施設予約及びインターネットから

のキャンセルにつきましては、現在予定しております

システムの改修の際、併せて導入できるか検討して

おります。 

駅に近かったらよいと思う。メンバーの減少に苦慮

しているのはアクセスの不便さがあると思う 

駅から距離がある点につきましてはご不便をおかけし

ております。バス等を併せてご利用ください。メンバ

ーの減少につきましては、レガス新宿にて「地域人材

ネット」の団体紹介システムも用意しておりますので、

当館職員までご相談ください。 

充実した音楽活動ができるようにピアノを新しくして

ほしいです。新品でなくても、もう少し状態の良いピ

アノを置いて頂ければ嬉しいです 

ピアノのメンテナンスとして、年 1回ではございますが

調律と点検を実施しております。現在のところ、ピアノ

を買い替える予定はありません。 

トイレで着替えたり、トイレの洗面台で墨（習字）の

筆を洗ったりすることはきちんと団体に注意すべき

だと思います。また教室使用後（教室を出た後）に

大きな声でおしゃべりする方が多くいますが、図書

館にいる方々にとって大変迷惑になるので、きちん

と注意するようにしていただきたい 

職員にて定期的に見回りをしており、不適切な行為

につきましては発見次第注意しておりますが、気にな

る点がありましたらその都度職員までご相談くださ

い。 

一斉受付の申し込み時に使用書を渡されて記入は

大変ですし、時間がもったいないので、前もって渡

していただけると、すぐに提出できると思います。な

んとか工夫してほしい。(同意見 2) 

事務処理時間の短縮に向け、ご提案の方法につい

て検討してまいります。 

北新宿生涯学習館に対する主な意見 

利用時間の延長を希望します（現在 9 時から 12 時

迄なので終わったらすぐ解散なので）。 

ご利用の目的や活動内容に合わせ、ご利用の時間

を調整くださいますようお願い申し上げます。 

自動販売機はもっと安くならないか。 

自動販売機は建物 2階の子ども家庭支援センターが

管理しておりますので、一ご意見としてお伝えしてお

きます。 

演劇祭へのお声掛けありがとうございます。いつか

参加させて頂けるよう調整させて頂こうと思っており

ます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

ご参加お待ちしております。ご検討くださいますよう

お願い申し上げます。 

予約の時の予約の仕方、料金の支払いをもっと分

かりやすく（色々なパターン）がほしい。特に料金支

払いが、振り込みだけでは厳しいです。 

利用料金は、窓口にて現金でお支払いいただくこと

も可能ですので、ご不明な点は職員にご相談くださ

い。 

春にも発表があると嬉しいです。 

生涯学習館におきましてはまつりを年 1 回秋に開催

しておりますが、コズミックセンターにおいてレガス祭

りという発表の機会がございます。職員にご相談いた

だければ、お問い合わせ先をお伝えいたします。 

活動での休憩で、ご飯を食べる時に使えるポット、

電子レンジがあると助かります。 

北新宿生涯学習館に食事が可能な休憩スペースが

ございませんので、ポットや電子レンジの設置は予定

しておりません。 

キャンセル、申込み手続きなど WEB で簡略化して

ほしい。 

現在予定しておりますシステム改修の際、インターネ

ットからのキャンセルができるかどうか検討しておりま
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す。お申込み(ご予約)に関しましてはインターネット

からご利用いただけますので、ご不明な点は職員ま

でご相談ください。 

住吉町生涯学習館に対する主な意見 

場所や生涯学習館についてあまり知られていない

と思います。もっと便利であるとアピールをする方法

を考えたいと思います 

広報やイベントを通じて生涯学習館の魅力を発信し

てまいります。 

会場使用開始時間から講座開始時間が３０分しか

ないので、机・椅子を並べて会員の皆さんが来場

する、会費等集金するのは困難なのです。一考を

お願いしたいと思います 

団体の皆様には、準備・後片付けを含め利用時間の

中で活動していただくようお願いしております。ご不

便をおかけいたしますが、利用時間内でのやり繰り

や、場合によっては枠を連続でお取りいただきご対

応くださいますようお願い申し上げます。 

場所取りの申し込みをもっと簡素化してほしい 

一斉受付につきましては、登録団体の皆様が平等に

施設を利用できるよう実施しております。利用者の皆

様にはご面倒をおかけいたしますが、ご理解ください

ますようお願い申し上げます。 

もっとこういう施設が増えてほしい 

新宿区内には、地域センター等団体活動が可能な

施設がいくつかございますので、これらの施設のご利

用も併せてご検討ください。 

麻雀牌の大きいの希望 

生涯学習館では、一般的に使用されている備品を購

入しております。特殊なものについては、利用者の方

でご用意くださいますようお願い申し上げます。 

西戸山生涯学習館に対する主な意見 

エレベーターを設置してほしい(同意見 6)。 

建物の構造上、エレベーターを設置することは困難

です。利用者の方に過度な負担がかからない代替案

を探し検討させていただきます。 

いつもありがとうございます。短時間（１～２時間）利

用にしていただけると助かります 

ご利用いただきありがとうございます。1 枠の利用時

間が減ってしまうことで不都合が生じる団体もいらっ

しゃいます。今後、多くの団体の意見を伺いながら検

討させていただきます。 

調理室のテーブルを新しくしていただけると嬉し

い！テーブルや椅子など古くて修理が必要なもの

がある 

予算の状況を見ながら順次対応させていただきま

す。 

予約（特に振り込み）の簡素化。振り込みだと手数

料が大変で、時間も制限があるので、当日払いが

あると助かります。 

お振込の他に、各生涯学習館や新宿コズミックセン

ター、新宿文化センター等の施設の窓口にてお支払

いいただくことも可能です。 

再度お願いします。移動できる簡易通信カラオケを

購入してください。地域の高齢者にも利用できると

思います。 

防音設備が整っておりませんので、現在のところ通

信カラオケを導入する予定はございません。他施設

になりますが、地域交流館ではカラオケを設置してお

りますので、こちらのご利用もご検討ください。 

ダーツボードを取り替えて欲しい。テーブルの不良

が多い 

ダーツボードにつきましては、劣化や破損具合を勘

案して買い替えを検討いたします。テーブルにつきま

しては、予算の状況を見ながら買い替えを検討して

おります。 

できればもう少し生涯学習館事体を増やして欲し

い。なかなか競争率が高く、取れない時がある。 

新宿区内には、地域センター等団体活動が可能な

施設がいくつかございますので、これらの施設のご利

用も併せてご検討ください。  
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