
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 健康福祉部障がい者支援課

指定管理者 障がい者スポーツ振興グループ

１　施設名等
住所 長野県長野市大字下駒沢586

施設名 電話 026-295-3111

ホームページ http://www.avis.ne.jp/~sunapple/

２　施設の概要
設置年月 平成10年４月 根拠条例等 長野県障がい者福祉センター条例

＜スポーツ施設＞

屋内温水プール、体育館、トレーニングルーム、卓球室、テニスコート、アーチェリー場、陸上競技場

＜文化施設＞

ホール、会議室（４室）、展示ホール、宿泊室（６室）

＜障がい者等が利用する場合＞

宿泊施設（1,000円/泊）

＜障がい者等以外が利用する場合＞（障がい者は無料）

プール（無料～500円）、体育館（50～150円、半面利用1,000～4,750円、全部利用2,000～9,500円）、トレーニング室（50～150円）

ホール（3,100～19,900円）、会議室（700～5,800円）

開所日

開所時間

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成17年度 管理委託

平成18年度～25年度 指定管理

平成26年度～ 指定管理

４　報告年度の指定管理者等
指定管理者 障がい者スポーツ振興グループ 指定期間 平成26年４月１日　～　31年３月31日（５年間）

選定方法 公募（応募者数：1）

５　指定管理料（決算ベース）
※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

267,291 千円 千円 千円 ※指定修繕料を除く

６　指定管理者が行う業務
・センターの施設及び備品の維持管理に関する業務

・身体障がい者に対する機能訓練並びに身体障がい者の教養の向上、社会との交流促進及びレクリエーションのための便宜の供与に関する業務

・障がい者福祉の増進に資する事業に関する業務で知事が必要と認めるもの

・センター利用の許可に関する業務、センター利用に係る料金に関する業務

・上記に掲げる業務に附帯する用務

７　利用実績等
（１）利用実績【指標：利用者数】 （単位：人、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成 28年度（A） 10,472 10,401 11,861 15,513 11,132 13,343 11,661 10,330 9,707 8,378 9,896 12,231 134,925

平成 27年度（B） 9,102 10,952 11,330 15,203 12,068 12,228 11,959 10,701 9,821 9,407 10,165 12,641 135,577

（Ａ）/（Ｂ） 115.1 95.0 104.7 102.0 92.2 109.1 97.5 96.5 98.8 89.1 97.4 96.8 99.5

（２）利用料金収入 （単位：千円、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成 28年度（Ａ） 563 465 553 776 716 516 567 475 430 391 437 536 6,425

平成 27年度（B） 542 574 497 634 671 393 558 501 394 481 511 528 6,284

（Ａ）/（Ｂ） 103.9 81.0 111.3 122.4 106.7 131.3 101.6 94.8 109.1 81.3 85.5 101.5 102.2

休館日　毎週月曜日、休日の翌日、毎月第２火曜日、年末年始等

施設内容

利用料金

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

障がい者スポーツ振興グループ

サンアップルホールの利用が前年度に比し少なかったため(平成27年度7,458人、平成28年度6,137人)

卓球室（400円/2h）、テニスコート（1,500円/2h）、アーチェリー場（50～150円、専用300円/2h）、陸上競技場（50～150円、専用800～2,200円）

9:00～21:00（火～土曜日）、9:00～17:00（日曜日、休日）

増減
理由

指定管理費の減による

267,310 ▲ 19

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

管理受託者又は指定管理者等

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成28年度】

平成 28年度（A）

長野県障がい者福祉センター(サンアップル）

平成 27年度（B）

増減要因等

設置目的

差（A）－（B）

障がい者福祉の増進を図ることを目的として、スポーツ、レクリエーション、文化活動及び研修のための便宜を総合的に提供する。

期　　間 管　理　形　態

増減要因等 主にプールの有料利用者数が増加したため（平成28年度のプール利用料収入は前年度より約20万円増加）
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（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）
見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

平成28年度（Ａ）： 286日 平成28年度（Ａ）：9：00～21：00

　 平成27年度（B）： 288日 平成27年度（B）：9：00～21：00

（５）サービス向上のため実施した内容

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

・医療、福祉、教育現場の運動指導、支援に活用いただくため
の「スポーツ・レクリエーション集」（冊子）を作成し、県内外の
関係機関へ送付した。また、冊子の数は限りがあるため、
ホームページ上でも冊子の内容がダウンロードできるようにし
た。

項目

B

・事業計画書に沿った職員配置ができている。
・防災訓練等実施し、障がい者が安全に利用できる
よう取り組んでいる。

収支状況

収入額283,670千円
支出額268,891千円（うち人件費133,626千円）
収支差額は14,779千円

・サンアップルホームページから施設の予約状況が確認でき
るようにしたほか、利用許可申請書をダウンロードできるよう
にし、予約手続きの利便性を向上させた。

概ね仕様書に沿った適切な事業運営が行われてい
る。

B

・適正な収支状況である。

A

総合評価

職員・管理体制

利用者サービ
ス向上の取組

自主事業

遠隔地に在住している方が利用しやすいよう施設の
予約方法を見直す等、利用者サービスの向上につな
げている。

B

・スポーツ・文化活動等を通じて障がい者の健康増進と社会
参加の促進を図るとともに、障がいのある人とない人との交流
の輪を広げるというサンアップルの設置目的に沿った事業展
開ができたと考えている。

・仕様書及び事業計画に基づく適正な職員配置に努めた。
・利用者の安全確保を図るため、年２回の防災訓練及び毎月
の水難救助訓練を実施した。

施設の目的に
沿った管理運
営

・協定書、仕様書及び年度計画に基づき適正に運営
が行われている。

    指　定　管　理　者

・協定書、仕様書及び年度計画に基づき、施設の設置目的に
沿った効率的・効果的な管理運営を実施した。

・サンスポート駒ヶ根では、「下伊那地域」を中心に出張スポーツ教室を拡充し、地域のスポーツ指導者(スポーツ推進委員等)と連携し、社会体育施設、養護
学校等に出向き、支援した。

・当日参加や期間中途からでも参加可能な自由参加型プログラムに新たにヨガを導入する等、プログラムの追加や充実を図った。

・知的障がいの方でロッカーの鍵をかけられない利用者について、鍵のかけていないロッカーの扉に理由を掲示し他の利用者に理解を仰いだ。
・刺青のある方と同じ更衣室での更衣が怖いとの声を受け、刺青のある方は個室更衣室をご利用いただくよう文書掲示により、啓発した。

所　　　管　　　課

無

開所日数 見直しの有無 見直した場合はその内容開所時間

・障がい者福祉関係団体は施設の先行予約ができる期間を
設け、障がい者への配慮を行っているが、先行予約期間終了
後は一般の利用者も含め平等な利用に配慮している。また、
利用については特定の利用者のみによる占有とならないよ
う、利用回数の制限を設けるなど平等な利用の確保に努め
た。

B

誰でも気軽にスポーツに親しめるよう、身近な用具を
使った運動方法を紹介する冊子を作成する等さまざ
まな場面でスポーツに親しむための取組みを行って
いる。 B

見直した場合はその内容

無

Ｂ

平等な利用の
確保

・施設の目的上、障がい者やその介助者が優先利用
できるよう配慮しつつ、障がい者の利用を妨げない
範囲で健常者が利用できるよう配慮している。また、
広く県民に利用してもらえるよう施設の利用方法につ
いてルールを設け配慮している。
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９　施設管理運営の課題

項　目

10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日：平成27年12月15日】

施設の管理運
営の課題

スポーツ大会主催者から、より早く利用の可否がわ
かるよう利用抽選時期を前倒ししてほしいとの意見
があるので検討されたい。

引き続き、スポーツ・文化活動において障がいのある方もない方も共
に参加できる活動に取り組んでいくことが必要である。また、遠隔地
在住の方に対するサービスの強化が必要である。

１　民間の接遇技術を学ぶことで利用者目線に立っ
たサービスにより、障がい者や家族が安心して過ご
せる場を提供してほしい。
２　障がいのある人もない人も一緒に交流し触れ合
える機会をつくり、利用する全ての人が集まりやす
い楽しい施設づくりを目指してほしい。

１　2020年東京パラリンピックに向けて、多くの県内
選手の出場につながる取組を期待する。
２　スポーツや文化活動を行う障がい者の増加を図
るため、市町村と連携した取組を一層充実していく
必要がある。

1　利用者のニーズに応えるための運営、事
業展開を心がけて利用者促進に繋がるよう
に業務を行っている。
２　交流型事業日数だけでなく、選択種目を
増やすことでより集える機会を増やしてい
る。

１　接遇研修を充実し、来館者が気持ちよく利用し
てもらえるサービス提供に努める必要がある。
２　障がいのあるなしに関わらず誰もが気軽に参加
できる施設となるよう、利用者同士が交流する事業
を検討する必要がある。

・施設開所後19年が経過し、経年劣化等による修繕必要箇所
が建物・設備共に増加している。保守点検結果を生かした計
画的な修繕が必要と思われるが、大規模修繕の必要箇所が
多くなってきていること、トレーニング機器が特殊な機器で修
繕に時間と費用がかかることから指定管理費用の中だけで対
応するのは難しくなってきている。

利用者動向への対応や施設運営上の課題解決を
図る対策の検討が必要である。

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

文化、スポーツ活動を通じて交流型のセン
ターの特徴を生かした、事業の展開を県内
全域を視野に入れ進めている。利用者の求
めに応じた運営、事業の在り方を日々考え
実行に移している。

障がい者を対象とした実施規模の大きな大
会については、予約利用申込み期間前の
予約を受けている。

管理運営等への反映状況

指定管理者

センターとして障がい者のスポーツ、文化活動の普
及のために何が期待されているか把握し、それに
応えられる施設となる必要がある。

大会主催者と細目に連絡し、可能な限り希望に沿う
よう調整する必要がある。

第三者評価における指摘・意見等
所管課

施設整備は、その必要性を検討の上、施設の事業
目的に沿う部分に投資すべきである。

利用者の安全管理に関わる施設部位から
県と協議の上行っていきたい。

修繕計画に沿って緊急性や必要性等を勘案し対応
していく。

１　サンアップル・サンスポートでの、記録
会、大会などの好成績の者の情報を競技団
体に提供し、強化へ繋げている。
２　市町村に対しても事業の連携を提案して
いる。また、教育委員会を通じ、スポーツ推
進委員等、地元のスポーツ関係者にも働き
かけを行っている。

１　各種教室開催を通じ、有望な選手を競技団体等
につなげていく必要がある。
２　市町村と連携し、地域の人材を活用することで
スポーツや文化活動を支援していく必要がある。

1.２ 県内外の研修会への参加、スポーツ・
文化関係団体と事業を連携していくことで互
いの知識、技術を深めていきたい。

１　研修等を通じて職員の更なる質の向上に努めて
いく必要がある。
２　市町村や競技団体、障がい者スポーツ指導員
等と連携し、障がい者のスポーツや文化活動を支
援していく必要がある。

１　職員の質の更なる向上に努めてほしい。
２　地域へのアウトリーチの回数を増やすほか、他
の組織や個人と連携しながら取り組んでほしい。

１　常に変化する障がい者福祉の環境の中で先導
的な事業に積極的に取り組んでほしい。
２　障がい者差別の解消につなげる新たな発信方
法を検討してほしい。

関係団体が主催する研修会等への講師派
遣の際に、障害のある方が社会体育施設を
利用するにあたっての環境整備、障害の理
解について幅広く発信している。

１　サンスポート事業と同様に、文化芸術活動も地
域の支援者や施設等と協働した取組を検討する必
要がある。
２　障がいの有無にかかわらず誰もが交流できる施
設として広く県民に発信し、障がいの理解促進等に
貢献していく。

地域で生活する障がい者のスポーツや文化活動の
充実を図るため、長期的なビジョンに基づき管理運
営にあたるべきである。

一生涯に渡り、生活圏において、スポーツ・
運動を継続的に取り組めるように環境づくり
を進めている。

県内の障がい者がスポーツや文化活動に親しむこ
とができるよう長期的な目標を定め事業を展開して
いく。
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