
事業者名 すみだFTパートナーズ B（２社による共同事業体） C（３社による共同事業体） D（単独）

（１）利用者にとっ
て平等に利用できる
環境が整えられてい
るか

・子ども、妊婦、高齢者、障がい者等へのサポート体制の
整備、様々なバリアフリー化により公平な利用機会を提供
（ピクトグラム（絵文字）の活用、年齢や体力に関係なく
幅広く参加できる事業、ノーマライゼーションの考え方に
則った接遇）

・障がい者向けに耳マーク、筆談ボード設置、外国人向け
に翻訳タブレット設置、スタッフの顔掲示、墨田区公共施
設利用システムの活用と窓口電話でも対応、特定の人が機
器を独占させないよう混雑状況配信

・平等なスポーツ参加の機会を提供（受付の透明性、法令
遵守、ガイダンスブックの作成、外国語表示や高齢者・障
がい者に配慮するユニバーサルサービスの対応）

・「ユニバーサルサービス」を定めて運用
・タブレット端末を配置して、多言語へ対応
・「コミュニケーション支援ボード」の活用
・「耳マーク」の掲示
・乳児連れの方に調乳用ポットを用意

（２）施設の設置目
的を達成するための
事業計画となってい
るか

・施設の設置目的と運営方針を網羅するよう計画
・スポーツ事業に限らず、施設全体を活用した多彩な事業
を展開し、多くの区民に参加機会を提供（スポーツ教室事
業、文化教養事業、健康普及事業、サークル育成事業、地
域交流事業（企業運動会、防災運動会）、利便性向上事業
など）

・スポーツを始めるきっかけ・機会を豊富にとり揃える。
・世代間・地域間の多様な交流イベントや文化事業を実施
し、地域力の向上・区民の心と身体の健康に貢献する（健
康フィットネス教室、子ども育成・高齢者向けプログラ
ム、文化事業、障がい者も含めた全世代対象の健康スポー
ツフェスティバル、企業運動会や地域防災イベントなど）

・区民、在勤者の方にスポーツに親しむ機会を提供し、老
若男女を問わず、すべてのお客様が気軽に参加し、体を動
かす事やスポーツをする事を媒体として、互いにふれあう
事によって地域コミュニティが形成されるような事業を展
開

・「スポーツの普及・振興」、「区民の交流促進」及び
「地域の防災力強化」を基本方針とした事業を展開
・施設を訪れるきっかけづくりや施設の継続利用を目的に
イベント・教室を開催

（３）利用者サービ
スの向上につながる
独自の提案があり、
実現が可能か

・自主サークルの立上げ、ランニングクラブの発足
・各種レンタルの実施
・イベント開催を行う団体のためにテントなどの大型備品
のレンタル会社と連携
・セミナー棟宿泊者やお弁当の手配についてケータリング
会社と連携
・大規模な大会等に合わせ送迎車両、移動車両についてマ
イクロバス運行会社と連携

・トレーニング室での初回講習会を毎日実施、個別トレー
ニングメニュー作成、無料プログラムを毎日実施、体組成
測定実施
・スポーツ用品の販売、試履会、試着会、レンタルの実施
・熱中症対策サービス（日よけ、氷、大型扇風機、ミスト
シャワー）
・大会時のケータリングサービス（弁当、かき氷など）
・宿泊施設での料理提供サービス

・区内の飲食店よりケータリングサービスの導入
・自社最新製品のレンタル
・陸上競技やフットサル、サッカー等で使用するウェア販
売
・自動販売機の設置、栄養補助食品の販売

・自動販売機のほか、物品販売を展開
・スポーツ用品のレンタル
・トレーニングルームにおける無料ショートレッスンの実
施
・夏の日よけスペースの設置
・宿泊者向けに食事のデリバリーサービス

（４）利用者の要
望・意見等を聴くた
めの手段と業務改善
の取組があるか

・ご意見箱や場長宛てメールボタンの設置、意見を閲覧
コーナー、HPで公表
・利用者懇談会や評議員会の開催
・類似施設のベンチマーキングによる要望・意見の把握
・NPSアンケートの分析結果に基づく改善計画の作成と実
行

・団体利用、個人利用、教室参加者それぞれより利用アン
ケートを実施
・WEBアンケート（スマートフォンから）も導入
・お客様の声ボックス設置、意見の掲示

・利用者懇談会の実施
・ご意見箱の設置
・利用者アンケートの実施

・一言カードの設置
・第三者機関による利用者満足度アンケートの実施
・利用者から寄せられた要望・意見に対する、改善結果を
施設内に掲示

（５）地域の活性化
につながる提案があ
るか

・「子供の居場所づくり」や「世代間交流」地元NPO法人
との連携により、無料開放事業として“スポーツ寺子屋”
と“遊び寺子屋”を開催、近隣の保育園、幼稚園に無料開
放、地域コミュニティ空間として会議室を開放
・地域と連携・協働して区民健康スポーツデーを実施、企
業対抗運動会を実施し中小企業振興に寄与、総合運動場感
謝祭を実施し、その一環として区民協働の防災運動会を開
催
・トップアスリートふれあい交流事業を実施

・地域のスポーツ振興のために、毎年トップアスリートに
よるスポーツクリニック、マラソン大会を実施
・障がい者も含めた全世代対象の健康スポーツフェスティ
バルや走り初めイベントの他、企業運動会や地域防災イベ
ントを実施
・青空市ヤッチャバ、子育てメッセ実行委員会イベントを
誘致

・シティープロモーションブースの設置
・近隣施設や商店街等のチラシを施設で掲示し、相互に協
力連携
・「スペシャルデー」として、年に1度ホームタウンス
ポーツチームの選手たちが参加するイベントを開催
・区内の名所や観光地を巡るランニング・ウォーキングイ
ベント教室の実施
・トップアスリート招聘イベントの開催

・施設の設置目的に合致した幅広い内容の事業を展開し、
継続的な施設利用、スポーツ振興や健康づくり、区民交
流、防災に関する情報発信
・総合運動場まつりや各種イベント・教室の実施による地
域間交流を実施
・昔あそび体験や親子料理教室などによる世代間交流の促
進

（１）施設の設置目
的を踏まえた管理・
運営方針となってい
るか

区民みんなの夢をかなえる、協治によるマルチスタジアム
創り
・誰もが気軽に多様な使い方ができる施設（多世代・多目
的・多様性）
・みんなが集まり一緒につくる施設（協働・協創・共生）
・笑顔が溢れ元気になる施設（健康・交流・幸福）

・スポーツをする機会・きっかけの創出で区民の元気づく
りに貢献
・施設特性を活かした活用方法やサービスの提供で稼働率
向上に貢献
・地域と連携を深め、区民誰もが安全・快適に利用できる
環境を構築

・「する」「みる」「ささえる」スポーツ活動を推進する
・区民と魅力ある施設づくりを推進する。
・誰もが利用しやすい環境を整備し、笑顔が広がる施設を
つくる。

・「ひとりでも・みんなでも利用できるサービスの提供」
・「地域・世代間の結びつきの強化」
・「安全・安心な施設と地域づくり」

（２）施設の維持管
理経費を節減するた
めの積極的な取組が
あるか

・アフター保証期間は保守契約を締結せず、状態監視を中
心とした巡回点検を実施、保守契約は2年目以降に締結し
コストマネジメントを図る。
・構成企業の管理施設における修繕履歴や緊急対応事例、
最新管理手法が集約された「B-net」を 活用し、的確な修
繕計画策定
・指定管理期間に留まらず、長期目線でコストダウンを図
る。

・保守点検、清掃、植栽管理業務それぞれで独自に年間維
持管理計画を立案し、計画的かつ確実に実施することで、
結果的に維持管理経費の縮減
・グループのネットワークや人材を最大限活用し、プロ目
線での維持管理
・トレーニング機器等は、運営スタッフ自ら点検、清掃、
メンテナンスまで対応

・ファシリティマネジメントの推進による長寿命化や省エ
ネルギーなどのライフサイクルコストの縮減
・バックアップ体制の強化や運営側との業務分配（効率的
な兼任業務）によるスマートな実施体制の構築
・シーズンイン・シーズンアウト調整など合理的な保守
・予防保全を推進する修繕費の効果的な活用
・雑草の人的除草作業やごみ持ち帰り運動などの業務効率
化の推進

・当社が取得するISO認証資格やエコチューニング事業者
認定を生かした省エネルギーの推進
・修繕に必要な部品等を購入し、職員が直接作業を実施す
ることで、迅速な対応と間接費用の縮減に努める
・予防保全による大規模修繕の抑制と施設機能の保持
・管理運営開始前の点検による初期不良の発生予防

（３）提案額は、事
業計画を実現するた
めの適正な額となっ
ているか

指定管理料　299,892,000円 指定管理料　318,240,000円 指定管理料　353,562,000円 指定管理料　319,690,000円

（４）区民の雇用や
区内企業の活用を図
る取組があるか

・地元雇用に積極的に取り組む。
・地元経済の振興に寄与するため、区内事業者を優先した
物品の調達、業務の委託を実施

・区内事業者、人材の積極活用（維持管理全般、宿泊施設
での料理提供や料理教室を区内事業者に依頼）
・シルバー人材センターの活用

・墨田区民の優先雇用
・区内企業との連携

・管理運営に必要な商品等や消耗品の調達は区内企業を優
先
・区民の雇用を最優先
・シルバー人材センターの活用
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（５）利用者の増加
策や施設稼働率（利
用率）向上への取組
は効果的か

・来場者、近隣住民、区内全域、区外へ広く4段階での情
報提供
・構成団体が管理する区内マンション2,600世帯への情報
提供
・平日昼間の活動率向上策として、実際に利用可能な団
体・企業をピックアップし個別にアプローチ
・近隣陸上競技場と重複しない利用しやすい利用単位の提
案、近隣陸上競技場間でのスケジュール調整
・専門企業との連携による夏休み、春休みのスポーツ合宿
や企業運動会等の積極的招致
・多彩な事業の展開や近隣の高齢者の健康づくりの場の実
施

・近隣学校の体育祭や部活動での活用促進、ランニングク
リニック、ウォーキング講習会等プログラム実施
・フットサルスクールを年間継続実施、フットサル大会や
グラウンドゴルフ大会や健康スポーツイベントを実施
・子供から高齢者まで対応した健康教室を周期的に実施
・合宿誘致（近隣中学校、合宿誘致専門企業のカタログ掲
載）

・ホームページ、ＳＮＳ、パンフレット等の多様な広告媒
体の効果的活用
・世代ごとの事業展開の実施、保育園・幼稚園などへの無
料開放、親子事業
・区民が本施設に足を運ぶきっかけとなる事業の展開
（トップアスリート招聘事業、公式ウェア展示、フウガ
ドールすみだのフットサル大会等）
・東京２０２０オリンピック・パラリンピック気運醸成事
業
・障がい者スポーツ推進事業

・ホームページやSNSを利用した積極的な情報を発信
・デジタルサイネージの設置
・平日昼間の稼働率向上策として、高齢者や子育て世代の
親子を対象としたイベントの実施
・一般開放にあたっては、トラックの直走路部分のみと
し、フィールド部分は貸切利用とし、併用利用

（１）経営状況及び
財政基盤は安定して
いるか

代表団体　株式会社フクシ・エンタープライズ
・自己資本比率　H29年度　55.2％
・経常損益　　   H29年度　216,564千円
構成団体　株式会社東急コミュニティー
・自己資本比率　H29年度　59.9％
・経常損益　　   H29年度　10,427,000千円

代表団体
・自己資本比率　H29年度　59.1％
・経常損益　　   H29年度　5,943,000千円
構成団体
・自己資本比率　H29年度　36.3％
・経常損益　　   H29年度　298,995千円

代表団体
・自己資本比率　H29年度　52.5％
・経常損益　　   H29年度　2,995,000千円
構成団体①
・自己資本比率　H29年度　-6.0％
・経常損益　　   H29年度　-467千円
構成団体②
・自己資本比率　H29年度　48.8％
・経常損益　　   H29年度　15,667,000千円

・自己資本比率　H29年度　41.6％
・経常損益　　   H29年度　62,905千円

（２）職員構成、職
員数及び組織の管
理・運営体制は適切
か

２１名体制（常勤５名、非常勤１６名） ２２名体制（常勤５名、非常勤１７名） １７名体制（常勤７名、非常勤１０名） １２名体制（常勤４名、非常勤８名）

（３）管理責任者及
び職員の資格や経験
は適切であり、職員
のスキルアップに向
けた取組は十分か

・管理責任者は類似の陸上競技場で現在副所長を務め、従
事経験豊富な者を配置
・有資格者（体育施設管理士、防火管理者、トレーニング
指導士）の配置
・各種研修（接遇研修、個人情報保護研修、トレーニング
指導研修など）を実施

・管理責任者は同類施設で経験を積みスポーツ施設の管理
運営に長けた人材を配置
・有資格者（防火管理者、普通救命取得者、健康運動実施
指導者）の配置
・各種研修（接遇研修、個人情報保護研修、トレーニング
指導研修など）を実施

・管理責任者はスポーツ施設やその他の施設のマネジメン
ト業務実績を有する者を配置
・有資格者（防火管理者、トレーニング指導士）の配置
・各種研修（接遇研修、個人情報保護研修、トレーニング
指導研修など）を実施

・管理責任者は同種の施設において、責任者相当の業務経
験を有する者を配置
・有資格者（防火管理者、普通救命講習修了者、トレーニ
ング指導士）の配置
・各種研修（接遇研修、個人情報保護研修、トレーニング
指導研修など）を実施

（４）個人情報保護
の徹底及び積極的な
情報公開を行う計画
となっているか

・個人情報マネジメントシステムに基づくマニュアル、情
報公開マニュアルを作成し、開示請求に速やかに対応
・更衣室における盗撮防止と画像等の流失防止のため、シ
グナルポリスを常備し、電場クリーニングを実施
・万が一の漏えい事故発生に備え、発生時の緊急対応体制
を定め適切な保険を付保

・個人情報管理士による定期点検
・個人情報保護保険への加入
・守秘義務契約締結
・独自のデータベースによる管理
・個人情報保護マニュアルの作成

・「個人情報管理規定」の作成と周知
・「プライバシーマーク」に基づく運用（収集目的の明確
化、守秘義務の徹底、プライバシーポリシー、漏洩等の万
が一の対応等）
・情報公開における範囲、判断の明確化と開示に向けた積
極的な取組

・「プライバシーマーク」に沿った教育訓練を実施
・職員全員から情報保護に関する誓約書の提出を義務付け
・個人情報漏えい保険への加入
・区民の知る権利を保障し、ホームページ等を活用して自
主的な情報公開を積極的に実施

（５）災害その他緊
急時の危機管理体制
及び苦情処理体制は
明確か

・23区内指定管理施設等からの人的支援体制及び30分圏内
の本社からの支援体制
・什器類、機器類の転倒や落下防止策、非常用ライト、ラ
ジオ、職員滞在用備蓄品を常備
・本施設を「こども110番」に登録し安全な地域づくりに
貢献
・熱中症予防のためのWBGT計による安全指数の測定と周
知を実施、氷の自販機を設置
・携帯型雷報知器を常備
・苦情対応マネジメントマニュアルに沿って対応

・グループ管理の近隣施設からのバックアップ
・消防訓練、避難シミュレーション訓練
・災害対応備品の追加配備、売店の商品の無償提供
・本施設周辺状況を踏まえた水害対策の徹底
・独自のリスクマネジメントデータベースによる他類似施
設での苦情対応事例等の情報共有

・危機管理方針の設定（人命を最優先、安全確保、組織で
の対応、継続的改善等）
・危機管理体制・マニュアルの整備（役割と責任の明確
化、文書管理、リスクマネジメント専門企業との連携等）
・施設特有のリスク対策（熱中症、かくれ脱水、雷）
・クレーム対応マニュアルや苦情・要望管理表の作成

・襲雷警報器、熱中症指標計、緊急地震速報連動ラジオの
設置
・遠隔監視センターを活用
・熱中症対応フロー、傷病時発生時対応フロー
・墨田区内の拠点を中心にバックアップ体制
・苦情に対しては一次処理を最重要視し、情報共有、業務
改善でサービスに反映

（６）同種事業に関
する他の自治体での
実績の有無、本区で
の実績の有無

【墨田区】
実績なし
【他の自治体】
代表団体、構成団体ともに陸上競技場、体育館、プール、
野球場、テニスコートなど多数の実績あり

【墨田区】
実績なし
【他の自治体】
代表団体、構成団体ともに陸上競技場、体育館、プール、
野球場、テニスコートなど多数の実績あり

【墨田区】
実績なし
【他の自治体】
代表団体は陸上競技場、体育館、プール、野球場、テニス
コートなどの実績あり
構成団体①はフットサルコート
構成団体②は陸上競技場、体育館など多数の実績あり

【墨田区】
墨田区総合体育館（維持管理）
【他の自治体】
陸上競技場、体育館、プール、野球場、テニスコートなど
多数の実績あり

３
　
事
業
計
画
の
遂
行
能
力


