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％ 25.4

平成　28年　 4月　　1日

平成　33年　  3月　31日

平成　28年　 4月　　1日

平成　33年　  3月　31日

1,909

51.4

1,3881,897

公募　・　非公募選定方法

34.0

主な実施事業 会館管理運営事業

目標 実績

34.9

平成２７年度

平成２９年度　共同利用施設管理運営事業評価票

公の施設の名称 共同利用施設　長尾南会館

所在地 宝塚市山本丸橋２丁目１番１号

丸橋自治会指定管
理者

団体名

所在地 宝塚市山本丸橋２丁目１番１号

目標
成果指標 単位

平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

実績

施設設置目的

稼働率

利用回数 回

実績 目標

1,860

終了日 平成　33年　  3月　31日

評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

目標

指定期間
開始日 平成　28年　 4月　　1日

　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

実績

公の施設の名称 共同利用施設　安倉会館

所在地 宝塚市安倉中2丁目2番1号

指定管
理者

団体名 安倉自治会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市安倉中2丁目2番1号 終了日

公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

選定方法

平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回

成果指標 単位

346367 482 512

稼働率 ％ 6.04.8 6.3 6.7

公の施設の名称 共同利用施設　小浜会館

所在地 宝塚市小浜5丁目11番21号

指定管
理者

団体名 小浜自治会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市小浜5丁目11番21号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２8年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 359199 154 256

稼働率 ％ 8.24.5 3.5 5.8

平成２７年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が平成２６年度以前
と比較して大幅に減少しています。

平成２８年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が平成２７年度以前
と比較して大幅に減少しています。
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稼動率 ％ 25.226.9 25.1 25.6

利用回数 回 1,3401,429 910 1,365

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

所在地 宝塚市鹿塩１丁目4番36号

指定管
理者

団体名 鹿塩自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市鹿塩１丁目4番36号

公の施設の名称 共同利用施設　鹿塩会館

16.9稼動率

利用回数 回

目標

19.5

908 935

目標

％ 18.2 20.1

実績

784850

目標 実績 目標 実績 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市小林１丁目3番20号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

公の施設の名称 共同利用施設　小林会館

所在地 宝塚市小林1丁目3番20号

指定管
理者

団体名 小林会館運営委員会
指定期間

開始日

稼動率 ％ 25.723.6 25.0 24.5

利用回数 回 552508 536 527

目標 実績 目標 実績 目標 実績

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

指定管
理者

団体名 福井・亀井自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市福井町9番6号 終了日 平成　33年　  3月　31日

所在地 宝塚市福井町9番6号

公の施設の名称 共同利用施設　福井会館

平成２６年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が減少しています。
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指定管
理者

団体名 中山寺自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地

445 427

稼動率 ％ 11.9 11.4 12.511.4

利用回数 回 465424

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市高司２丁目14番6号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

公の施設の名称 共同利用施設　高司会館

所在地 宝塚市高司２丁目14番6号

公の施設の名称 共同利用施設　中筋会館

所在地 宝塚市中筋３丁目６１番地

指定管
理者

団体名 中筋会館運営委員会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市中筋３丁目６１番地 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 1,3861,354 1,423 1,409

稼働率 ％ 46.145.2 47.5 46.6

公の施設の名称 共同利用施設　中山寺会館

所在地 宝塚市中山寺２丁目６番２号

指定管
理者

団体名 高司会館管理運営委員会
指定期間

開始日

宝塚市中山寺２丁目６番２号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 763685 342 723

稼働率 ％ 23.220.9 15.6 22.0

平成２６年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が減少しています。
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公の施設の名称 共同利用施設　山本台会館

5.8

団体名

平成　28年　 4月　　1日

平成　33年　  3月　31日

所在地 宝塚市山本台１丁目１３番３号

指定管
理者

稼動率 ％ 5.3 6.35.7

利用回数 回 216266 245 237

目標 実績 目標 実績 目標 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

公の施設の名称 共同利用施設　美幸会館

所在地 宝塚市美幸町9番20号

指定管
理者

団体名 美幸会館運営委員会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市美幸町9番20号

山本台自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市山本台１丁目１３番３号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

482269 225 253

4.9 4.4

利用回数 回

所在地 宝塚市売布1丁目7番1号

指定管
理者

団体名 売布北自治会

公の施設の名称 共同利用施設　売布会館

7.9稼働率 ％ 11.0

指定期間
開始日

所在地 宝塚市売布1丁目7番1号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 2,4032,172 2,302 2,413

稼働率 ％ 44.340 42.4 44.3

平成２７年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が平成２６年度以前
と比較して大幅に減少しています。
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公の施設の名称 共同利用施設　松ガ丘会館

所在地 宝塚市花屋敷松ガ丘２１番２２号

指定管
理者

団体名 松ガ丘会館運営委員会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市花屋敷松ガ丘２１番２２号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

467500 502 616

45.7 56.1

利用回数 回

所在地 宝塚市泉町10番5号

指定管
理者

団体名

公の施設の名称 共同利用施設　川面会館

所在地 宝塚市川面3丁目12番10号

指定管
理者

団体名 川面会館管理委員会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市川面3丁目12番10号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 420417 416 417

稼働率 ％ 9.712.8 12.9 9.7

公の施設の名称 共同利用施設　泉町会館

45.8稼働率 ％ 42.6

泉町会館運営委員会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市泉町10番5号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 116145 129 130

稼働率 ％ 4.35.4 4.8 4.9
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利用回数 回

平成　28年　 4月　　1日

目標

129

13.87.6

平成　33年　  3月　31日

12.9 12.6

実績

71

目標 実績

稼働率 ％

120 118

平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
成果指標 単位

実績目標 実績 目標

公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

公の施設の名称 共同利用施設　伊孑志会館

所在地 宝塚市伊孑志１丁目６番２７号

指定管
理者

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地

団体名 伊孑志会館運営委員会
指定期間

宝塚市伊孑志１丁目６番２７号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法

1,560 1,436

稼動率 ％ 36.4 33.6 34.933.5

利用回数 回 1,4881,437

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

公の施設の名称 共同利用施設　仁川会館

所在地 宝塚市仁川北３丁目２番３号

指定管
理者

公の施設の名称 共同利用施設　旭町会館

所在地 宝塚市旭町2丁目22番37号

指定管
理者

団体名 旭町会館運営委員会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市旭町2丁目22番37号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 334450 394 440

17.1 14.9 16.6

団体名 仁川会館運営委員会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市仁川北３丁目２番３号

平成２８年度は耐震化工事を実施したことに伴い、稼働率の算定基礎となる開館日数が平成２７年度以前
と比較して大幅に減少しています。

稼働率 ％ 18.4
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1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b

1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b

※

1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b 13.3

285

成果指標 単位

稼動率 ％

平成２５年度以降、稼働率の算定基礎となる部屋数の見直しを行っています。

13.3

285

8.2

利用回数 回

　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

目標 実績

9.6

177

目標

平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

206

実績 目標 実績

平成　33年　  3月　31日

目標 実績

平成２７年度

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的

主な実施事業 会館管理運営事業

公の施設の名称 共同利用施設　亀井会館

所在地 宝塚市亀井町10番17号

所在地 宝塚市米谷2丁目17番23号

指定管
理者

平成　28年　 4月　　1日

平成　33年　  3月　31日

稼動率 ％ 9.513.1 15.5 12.4

利用回数 回 206284 335 268

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館運営管理事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

所在地 宝塚市御所の前町7番14号

指定管
理者

団体名 御所の前町自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市御所の前町7番14号

公の施設の名称 共同利用施設　御所の前会館

公の施設の名称 共同利用施設　米谷会館

団体名 米谷会館運営委員会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市米谷2丁目17番23号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 862612 1,178 1,099

稼働率 ％ 15.510.9 21.0 19.5

指定管
理者

団体名 福井・亀井自治会
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市亀井町10番17号 終了日
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1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b

1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b

1 評価対象施設

2 利用状況（目標と実績）

a

b

平成　28年　 4月　　1日

平成　33年　  3月　31日

公の施設の名称

公の施設の名称 共同利用施設　山本野里会館

所在地 宝塚市山本野里２丁目５番２９号

指定管
理者

団体名 宝塚市丸橋財産管理組合
指定期間

開始日 平成　28年　 4月　　1日

所在地 宝塚市山本野里２丁目５番２９号 終了日 平成　33年　  3月　31日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

利用回数 回 707748 706 694

平成　28年　 4月　　1日

稼働率 ％ 32.334.2 32.2

指定管
理者

選定方法

終了日 平成　33年　  3月　31日

31.6

公の施設の名称 共同利用施設　山本会館

所在地 宝塚市山本東２丁目２番１号

団体名 山本自治会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市山本東２丁目２番１号

公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

実績

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２７年度

目標

1,6971,608

目標 実績 目標

％ 31.529.9 32.4

目標 実績

共同利用施設　安倉西会館

所在地 宝塚市安倉西2丁目1番3号

指定管
理者

団体名 安倉西会館運営委員会
指定期間

開始日

所在地 宝塚市安倉西2丁目1番3号 終了日

選定方法 公募　・　非公募 評価実施年 指定期間　　５年のうち　１年目

施設設置目的
　大阪国際空港周辺における航空機騒音により、日常生活が著しく阻害されている地域で、
地域の住民の学習、集会、休養又は保育のための利用に供することを目的とする施設

主な実施事業 会館管理運営事業

成果指標 単位
平成２８年度平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

目標 実績目標 実績 目標 実績 目標 実績

195150 162 170利用回数 回

1,749利用回数

実績

平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

14.8 15.5

30.7

17.8稼働率 ％ 13.7

1,650回

稼働率
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総合評価： Ａ 6 館

Ｂ 18 館

Ｃ 0 館

計 24 館

Ａ （優良） ＝ 自己評価、所管評価にＣが含まれず、かつAが４つ以上ある。

Ｂ （良好） ＝

Ｃ （要改善） ＝ 自己評価、所管評価にＣが２つ以上含まれる。

優良、要改善以外の評価
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