
＊利用状況内訳が書ききれない場合は、代表的な項目のみで可。

＊予算欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。

＊行の追加はしないでください。

 ３　施設の管理運営に係る市の実質負担

＊本欄は、指定管理者からの提出を受け、所管部署において記入してください。

＊利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください。

歳入歳出差引(A)-(B) △ 29,441 △ 29,112 △ 29,312 △ 28,794 △ 27,363

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 29,921 29,921 29,921 29,800 29,800

豊岡市の支出 (B) 47,486 43,900 44,976 46,190 43,524

上記のうち、使用料収入 110 110 110 150 150

（目標）

豊岡市の収入 (A) 18,045 14,788 15,664 17,396 16,161

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年

合計 (B) 49,274 49,142

差引　(A)－(B) 8 361

支
　
出

人件費 29,050 29,180 正社員17,057 アルバイト9,086 清掃員445 水泳指導料2,592

事務費

施設維持管理費 14,595 14,175
保守点検費2,609 薬剤費289 水光熱費10,346
修繕費488 使用料・賃借料443

1,959 2,041 消耗品1,014 通信費376 印刷費651

事業費 3,670 3,746
広告・販促費他2,664 委託販売商品仕入代金447
指定水着等商品仕入代金635

収
　
入

指定管理料 29,800 29,800 指定管理料

利用料金 8,132 7,157 利用料金

その他収入

合計 (A) 49,282 49,503

11,350 12,546

 ２　管理に係る経費の収支状況 （単位：千円）

区　　分 予　算 決　算 備　考

利
用
状
況
内
訳

18,000

プール利用者数 22,737 23,000

スタジオ利用者数 16,100 18,633 18,848 17,461

（スタジオ・プールの両施設を利用される方があるため、総利用件数と利用状況人数が同じにならない。）

内減額利用分 0 0 0 0

23,108 23,190 22,530

0

内免除利用分 0 0 0 0 0

総利用件数 27,142 29,274 29,726 27,846 28,000

H30年
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26年 H27年 H28年 H29年

業務内容

健康増進サービスの提供

施設の管理運営

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 　H29年4月1日からH34年3月31日 選定方法  ■ 公募     □ 非公募　　

指定管理料  ■ 有     □ 無 料金制度  □ 使用料  ■ 利用料金  □ その他

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立日高東部健康福祉センター 所在地 豊岡市日高町堀809番地

指定管理者名 株式会社エヌ・エス・アイ 担当部局 健康福祉部　社会福祉課　地域福祉係



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正

　プール排水の配管水漏れ⇒報告・修繕済□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
□ 発生

■ 不発生

施設設備の事故
■ 発生

　正面入り口柱の事故⇒報告済
□ 不発生

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

　プール逆流洗浄機能を、水質状態を観察しながら
　時間短縮を行いました。

　水道費の節減

　メーターチェック（水道・電気） 　水道光熱費の管理

　外灯の点灯時間調整 　電気代の削減

　レッスンプログラム改訂 4月・8月・12月 　新レッスンを楽しみにしています。

 ６　効率的な施設管理に向けた取組や工夫（業務改善，経費削減など）

取組内容 効果等

　定期券延長キャンペーン 4月～6月・9月～11月
　土日祝は利用できない券なので助かりま
す。

　ビンゴ大会 1月～3月 　冬場に利用する楽しみになっています。

　回数券増量キャンペーン 4月～6月・9月～11月 　お得でやる気が出て良い。

　ポイントラリー 4月～6月・9月～11月 　利用頻度が増えて良い。

マシン清掃雑巾は消毒するか新しいものに交換して欲し
い。

新しいものに交換しました。

 ５　サービス向上及び利用者増に向けた取組や工夫（自主事業を含む。）

取組の内容等 実績・成果 利用者の声

マシンに異音がするものがある。 業者に依頼し、修理対応しました。

女子更衣室の床に髪の毛が落ちていて気持ち悪い時があ
る。

スタッフ巡回を増やし、清掃しております。

その他の方法
方法及び内容 口頭・電話連絡・メール等による管理者及び市への直接要望

実施日・回数等 随時

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 　　　H29年 4月 1日 　H30年 3月 31日 0

ロッカーの鍵がかかりにくい所がある。 シリンダーを新しいものに取り換えました。

 ４　利用者ニーズの把握

アンケート調査

実施回数 実施期間 回答数

1 　H29年　8月 21日 　29年 9月 20日 138

実施していない場合の理由



経理事務の実施状
況

■ 適正である　 □ 概ね適正である
適切に処理されている。

□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 緊急時の連絡網の整備や避難訓練の実

施等により、適切に対応している。□ 改善が必要

情報公開への対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 情報公開に適切に対応できる準備が

整っている。□ 改善が必要

個人情報の保護
■ 適正である　 □ 概ね適正である

個人情報は適切に保護されている。
□ 改善が必要

サービス向上への
取組

□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 明るい挨拶、利用者に対して親切・丁
寧なサービスを心がけている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

利用者対応及び
ニーズの把握・対
応

□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 利用者の意見は、指定管理者において
随時把握し、対応している。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 事業（レッスン等）も充実しており、

利用者からも好評を得ている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

維持管理業務の実
施状況

□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 指定管理者からの修繕要望に対しては、軽
微なものは早急に対応を行い、大規模改修
は予算計上し対応している。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

職員配置等
■ 適正である　 □ 概ね適正である 適切な人員配置がされ、業務は円滑に

遂行されている。□ 改善が必要

 １０　施設所管課の評価

項目 評価 説明

法令等の遵守
■ 適正である　 □ 概ね適正である 関係法令等を遵守するとともに委託も

適切に行われている。□ 改善が必要

主な調査項目 調査結果・特記事項

＿ ＿

実施していない場合の理由

＿

利用者数が昨年度に比べ減少してしまった。サービスの質の向上が急務である。新規利用者への対応を
親切丁寧に行うこと、レッスンプログラムの充実、清掃業務の徹底など、より細かな対応を行っていく。
アンケートでは清掃状況を中心に良い評価を頂いており、引き続きお客様の声を聞きながらサービスを
向上させていく。

 ９　実地調査の実施状況

調査の種類 □ 定期調査　□ 随時調査　□ その他 実施年月日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


