
認定第 1 号 
 
9 指定管理者制度対応事業報告 

(1) 羽村市弓道場の管理運営 
指定管理者として羽村市弓道場の適正な管理運営に努め、平成 27 年度からの 4 年間継続し

て指定管理者を続けることとなった。今年度は夏季に日照不足と秋に台風の影響が大きく、ま

た、冬季は厳しい寒さとなったが年間を通して利用は、14 名の増となった。  

なお、今年度も小作台小学校の児童がジュニア育成地域推進事業として弓道を体験するため

に、1 年間にわたり来場した。 

①会議報告 

運営委員会：弓道場の運営・管理利用状況・経理状況について実施 

ア 月間管理スケジュールについて 

イ 弓道場の運営について 

②事業報告 

   ア 利用状況 

貸切 市内 平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月まで、火曜日～日曜日の貸切枠 8 回を

弓道会が貸切利用を行った。 

市外 今年度については、貸切利用は無かった。 

イ 利用者人数 

平成 28 年度の年間入場者数は 8,194 名であり、前年に比べ 13 人の増となった。 

また、年間入場者数のうち会議室の利用は 785 名となった。 

ウ 弓道教室 

・第１回初心者弓道教室 ５月・6 月に実施 

      延受講者数 139 名 

・子供弓道クラブ 年間・午後の時間帯に実施 

      延受講者数 7 名 

・第２回初心者弓道教室 10 月に実施 

      延受講者数 76 名 

    ・ジュニア育成地域推進事業 

      延受講者数 238 名 月 1～2 回実施 

エ 射会・講習会 

・第 48 回羽村市総合体育大会弓道大会実施 ９月 24 日(日) 

・月例射会 毎月第３日曜日(原則) 年 11 回開催 

・東京都弓道連盟審査会の開催 11 月 19 日(日) 

・百八射会  12 月 31 日(日) 

・新年射会  1 月 4 日(木) 

・弥生射会  ３月 18 日(日) 

・射技講習会 毎週火・土曜日 

・子ども等初心者の指導については、毎週土曜日に実施 

オ 弓道場の整備 

芝刈り、低木剪定、床ワックス掛け、日常の各部(矢道・安土整備)、敷地内清掃、年末

大掃除等を実施した。 

  

 (2) 羽村市スイミングセンターの管理運営 

羽村市スイミングセンターは、大和興産株式会社と特定非営利活動法人羽村市体育協会の共

同で平成 18 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの 11 年間指定管理業務を行ってき

た。 

平成 28 年 4 月から平成 32 年 3 月までの 4 年間、引き続き上記共同企業体が事業分担を

行いながら指定管理を受けることとなった。 

 

①経営者会議報告 

  経理状況や下記記載の管理・運営状況等について月 1 回開催した。 

  なお、平成 29 年度に開催した経営者会議の内容は次のとおりである。 
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実施日 議       事 

5 月 30 日(火) 

第 1 回目 

(1)平成29 年度4 月収支について 

(2)業務報告について 

 ①5/5 こどもの日特別企画 プール 2 時間無料 こども 127 名 昨年 162 名 

 ②5/6 電気保守点検実施 

 ③5/9 設備点検、空気環境測定実施 

 ④5/12 自動ドア定期点検実施 

 ⑤5/17 エレベータ定期点検実施 

 ⑥5/22 ガラス定期清掃実施・電気工作物年次点検実施(停電作業) 

 ⑦5/23 上記作業により幼児プール水温低下のため、午後から利用開始 

 ⑧5/27 水中ウォーキング講習会開催 参加者 3 名 

⑨5/28 第 2 期水泳教室申し込み開始 30 日現在 562 名申込 昨年 601 名 

(3)修繕報告 

 ①4/24 プールサイドコンセント・男子洗体槽上蛍光灯修繕 

(4)その他 

①5/21 プール内で盗撮の疑い 

②6/1 冷温水発生器：冷暖房切替 

 

6 月 27 日(火) 

第 2 回目 

(1)平成29 年度5 月の収支について 

(2)業務報告について 

 ①6/1 冷暖房切替、サウナ水質検査実施、25ｍ・幼児プール水質検査実施 

②6/3 玄関前の桜消毒実施、電気保守点検実施 

③6/5 休刊日利用：新任教員プール指導研修 

④6/8 池の清掃実施 

⑤6/13 設備点検実施 

⑥6/14 エレベータ定期点検実施 

⑦6/15 トレーニングジム機器点検実施 

⑧6/16 羽村特別支援学校水泳授業実施 

⑨6/19 休館日利用：松林小学校水泳授業実施 

⑩6/21・22 映画撮影の現調 

⑪6/26 ボイラー、空調、オーバーフロー槽点検実施 

(3)不具合報告について 

 ①6/11 トレーニングルーム アークトレーナ異音発生：6/15修繕 

(4)その他 

①6/29 Ｈ28 年度第三者評価実施 

 

7 月 25 日(火) 

第 3 回目 

(1)平成29 年度6 月の収支について 

(2)業務報告について 

 ①7/1 プール水質検査実施 

②7/4 喫煙所の移動 

③7/5 電気保守点検実施  

④7/7 羽村特別支援学校 水泳授業幼児プール使用 

⑤7/10 プール機械ろ過機点検、害虫駆除、プール天井裏点検実施 

⑥7/12 エレベータ定期点検実施 

⑦7/17 海の日イベント リズムトレーニング実施 参加者4 名 

⑧7/22 水中ウォーキング講習会実施 参加者8 名 

⑨7/23 第3 期水泳教室申込開始 25 日現在530 名申込、昨年度569 名 

⑩7/24 排煙窓修繕、定期清掃、すのこ清掃 

(3)不具合報告について 

 ①7/16 プール男子トイレ個室扉故障 

(4)その他 

 ①7/12 トレーニング室の湿度について・・・温湿度計を購入 

 ②7/18 刺青利用者の対応について 

 

 



認定第 1 号 
 

実施日 議       事 

8 月 29 日(火) 

第 4 回目 

(1)平成29 年度7 月の収支について 

(2)業務報告について 

①8/6 羽村市総体水泳競技全面貸切利用 

②8/11 山の日イベント リズムトレーニング 

③8/15 終戦記念日：黙祷実施、巡回点検実施 

④8/18 青梅市スポーツ推進課へ水泳競技用タッチ版セット貸出・22日返却 

⑤8/22 スポーツタイマー(ルーム)、テーブル・イス・ソファベンチ(談話室)納品 

⑥8/28 プール男子ロッカー納品：男子10 台・女子8 台 

(3)修繕報告について 

 ①8/2 プール男子更衣室地下配管漏水 8/7 仮修繕済 

(4)事故・クレーム報告 

 ①8/27 女子サウナ浴室温度管理について 

(5)その他 

 ①都立第五商業高校インターシップ受入れについて 11/4～16 

 ②プロバイダー交換 

9 月 26 日(火) 

第 5 回目 

(1)平成29 年度8 月の収支について 

(2)業務報告について  

 ①9/3 第三期水泳教室開始 563 名 

②9/4 休館利用 松林小学校水泳指導実施 

③9/6～8 青梅2 中 職場体験 生徒5 名 

④9/11 休館利用 松林小学校水泳指導実施 

⑤9/12 プール更衣室ロッカー更新の設置 

⑥9/18 祝日開催 レッツエンジョイトレーニング実施 

⑦9/25 休館利用 松林小学校水泳指導実施 

(3)修繕報告について 

 ①9/19 駐車場サザンカの木にチャドクガ発生、当日駆除 

(4)その他 

 ①11/14～16 都立二商 職場体験受入 

 ②電気契約変更 11 月に切換 

10 月 24 日(火) 

第 6 回目 

(1)平成29 年度9 月の収支について 

(2)業務報告について 

 ①10/9 体育の日特別企画 

    レッツエンジョイトレーニング実施：小学生対象7 名参加 

    プールワンポイントレッスン 大人の部(無料) 4 名参加 

    プールワンポイントレッスン 子供の部(無料) 6 名参加 

②10/17 マッサージチェアーコインボックス交換 

③10/22 水泳教室第4 期申込開始・幼児水泳教室定員となる 506名申込 

(3)不具合・修繕報告について 

①10/4 プール男子更衣室洗面台下漏水・応急処置実施 

②10/23 上記修繕実施 

(4)その他 

①体育館管理運営条例の一部を改正する条例(トレーニング室利用料変更) 

②インターシップ実施 東京都立第五商業高等学校 

11 月 28 日(火) 

第 7 回目 

(1)平成29 年度10 月の収支について 

(2)業務報告について 

 ①11/3 祝日特別企画 レッツエンジョイトレーニング 11～12 時 500 円 7 人 

②11/6 定期清掃実施 

③11/14～16 都立五商インターシップ実施(トレーニングルーム業務) 男女1 名 

④11/23 祝日特別企画 レッツエンジョイトレーニング 11～12時 500円 4人 

⑤11/15 館内温水不良トラブル 

⑥11/27 プール機械室ボイラー・フィルター・空調機定期点検実施 

(3)不具合・修繕報告について 

 ①11/9 男子洗体槽地下給湯配管漏水 12/4修繕完了 

 ②11/16 トレーニングルーム ランニングマシーン№1 パネル部分基盤交換 
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実施日 議       事 

11 月 28 日(火) 

第 7 回目 

(4)その他 

 ①年末年始日程 プール・サウナ12/24終了 トレーニング室12/28 終了 

 ②12 月に低木の選定作業を行う 

 

12 月 26 日(火) 

第 8 回目 

(1)平成29 年度11 月の収支について 

(2)業務報告について 

①12/4・5 低木選定 

②12/8 市高齢福祉課老人会フィットネス教室チラシ配布 

③12/17 第５期水泳教室申込 586 名 

④12/21 トレーニングルーム マシンレイアウト変更 

⑤12/24 プール・サウナ営業終了・水抜き開始 

⑥12/25 年末清掃 

(3)不具合・修繕報告 

①12/4 プール地下配管漏水・男子シャワー室蛇口・女子サウナ修繕完了 

②12/11 プール地下配管漏水修繕 

③12/12 トレーニング室筋力マシンワイヤー交換 

(4)その他 

①12/16 シティープロモーション課より市事業掲載の写真撮影実施 

②スケジュール  

年末：ルームは12/28 まで・26 水張完了・28 濾過装置稼働・30 ボイラー稼働 

 年始：1/4 営業開始・6 ルームレッスン開始・7水泳教室開始 

 

1 月 30 日(火) 

第 9 回目 

(1)平成29 年度12 月の収支について 

(2)業務報告について 

①1/4 営業開始 オリンピック・パラリンピック商品販売開始 

 ②1/7 第５期水泳教室開始 593 名 H28:537 名、新規教室開始モーニングエアロ 

 ③1/14 レッツエンジョイトレーニング実施・モーニングエアロ実施 

 ④1/15 休館日利用：プール全面貸切撮影 

⑤1/21 レッツエンジョイトレーニング実施・モーニングエアロ実施 

 ⑥1/28 レッツエンジョイトレーニング実施・モーニングエアロ実施 

(3)不具合・修繕報告 

 ①1/15 消防設備消火栓ホース更新 

 ②1/17 プール地下機械室排水管漏水2 か所 

(4)事故・クレーム報告 

 特になし 

(5)その他 

 ①1/23 大雪による駐車場利用範囲縮小 

 

2 月 27 日(火) 

第 10 回目 

(1)平成30 年1 月の収支について 

(2)業務報告について 

①1/31～2/2 インソール無料足裏測定会実施 

 ②2/2 東京顕微鏡院水質検査実施 

 ③2/12 高砂熱化学工業機械室設備の現調 

 ④2/25 短期水泳教室申込開始 

(3)不具合・修繕報告 

 ①2/5 エレベータローラーベルト交換実施 

 ②2/17 男女サウナ更衣室ドライヤーコンセント交換実施 

(4)事故・クレーム報告 

 ①市長への手紙 1 件 

(5)その他 

 ①3 月中 マツクイムシ薬剤注入 
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実施日 議       事 

3 月 27 日(火) 

第 10 回目 

(1)平成30 年2 月の収支について 

(2)業務報告について 

①3/7 自衛消防訓練 

②3/25 30 年度第1 回水泳教室申込 

③3/26 シティープロモーション課よりドラマ撮影について 

(3 不具合・修繕報告について 

 ①3/12 男子サウナ更衣室窓修繕実施 

(4)事故・クレーム報告 

 ①3/2 事務室横階段にて、つまづき転倒、緊急搬送 

 ②3/10 プール男子ロッカー室盗難発生 

 ③3/11 水泳教室参加者、プールサイド段差にぶつけ歯が欠ける 

(5)その他 

 ①H30.4～ トレーニングルーム自主事業 バレトン・ナイトエアロ増設 

 ②H30.4～ 幼児水泳教室火曜日17 時クラス増設 

 

 

②業務・事業報告 

  ア 受付業務 

   ・施設の受付業務 

   ・問い合わせ電話対応等の事務 

   ・館内、館外の巡回点検 

   ・使用料等の収納事務 

  イ プールを利用した市民対象の健康維持事業 

   ・アクアビクス   年間 43 回実施 延べ参加人員 370 名 

   ・水中ウォーキング 年間  4 回実施 延べ参加人員 17 名 

  ウ 上記業務・事業の実施報告及びスイミングセンター内異常時の緊急対応 

  エ 勤務時間及び勤務人員は、下記の内容で対応した。 

   ・勤務日は、羽村市が指定したスイミングセンターの勤務日とする。 

   ・休館日は、羽村市が指定した月曜日(祝日は除く)及び年末年始を原則とする。 

   ・勤務時間は、午前 8 時 15 分から午後 10 時とし、開館時間内は 2 名の常駐職員を勤務 

させるものとする。なお、午後 5 時から午後 10 時の勤務時間は、男子職員を配置する。 

   ・プールを利用した市民対象健康維持事業を実施する職員は、事業実施の時間帯に配置する。 
 

 


