
＊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) △ 31,103 △ 28,623 △ 30,603 △ 42,871 △ 33,766

同、財政課所管修繕料 209

上記のうち、指定管理料 38,237 38,237 38,237 38,237 42,860

豊岡市の支出 (B) 38,613 38,640 38,441 55,091 43,395

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 7,510 10,017 7,838 12,220 9,629

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

合計 (B) 105,339 92,296

差引　(A)－(B) 886 5,965

支
　
出

人件費 85,907 78,562 給料58,296、諸手当10,395、社会保険料9,871

事務費

施設維持管理費 6,246 4,616
燃料費321、修繕料255、光熱水費2,176、賃借料
1,843、租税公課21

6,959 6,628 消耗品費2,048、通信費691、印刷費501、その他3,388

事業費 6,227 2,490 ぴあほくたん168、すまいる1,201、ﾄｩﾓﾛｰ1,121

収
　
入

指定管理料 37,174 38,237 指定管理料

利用料金 69,036 59,270 利用料金

その他収入

合計 (A) 106,225 98,261

15 754 補助金他

 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

3,310 3,800
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
「らみい」

相談支援事業
「ぴあほくたん」 4,211 3,965 3,534

1,680

利
用
状
況
内
訳

内減額利用分

1,397 1,394 1,324

3,920
障害児(者)通所支援事業

｢ﾄｩﾓﾛｰ｣ 1,371 1,440

障害児通所支援事業
「すまいる」 2,873 3,489 3,619 3,617

内免除利用分

総利用件数 8,455 8,851 8,547 8,251 10,840

平成30年度
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

業務内容

北但広域療育センターの管理運営等

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成25年４月１日から平成30年３年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 北但広域療育センター 所在地 豊岡市戸牧1029－11

指定管理者名 社会福祉法人　神戸聖隷福祉事業団 担当部局 健康福祉部社会福祉課障害福祉係



回 及び 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正 トゥモロー利用者の医療的ケアの必要な方が増え、コンセントが足りな
くなっている。延長コードを使っているが、足元にあり支援中危ない時
もあり改善が必要である。
看板の書き換え。

□ 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

■ 不発生

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

ノー残業デーの実施 朝礼で声掛けをし、職員が意識する中、水曜日に
実施するが100％には至らなかった。

児童発達支援や放課後等デイサービス利用希望者の増加に
より、増員や事業の再編を指定管理更新時に行った。

児童発達支援センターへ移行し定員20名へ、放課
後等デイサービスの定員を10名とし奈佐事業所と
して新設する。

 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

「気持ちプロジェクト」（鳥取大学との
コラボ）の継続

年間を通じて２年クラスで実
施。
チャレンジクラスで３年生対象

昨年度２年生で実施してもらった。３年生
でも継続してほしい。

放課後等デイサービスのアンケートの実
施

２回／年 上述

障害者通所支援「トゥモロー」における
放課後等デイサービスの利用促進への取
組み

授業終了後の理学療法支援等
相談できる場所として利用できうれし
い。

 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

トゥモローについて、一斉に昼寝でなくてもいいのではな
いか。

昼寝の意向を個別に確認し、意向に沿った対応を
とっています。

奈佐は遠いのではないか。冬は雪が多いと聞く。大丈夫
か。

療育センターから10分ぐらい。竹野や香住からは
近くなる。療育センターより多いかどうかわから
ない。

その他の方法
方法及び内容 代表保護者会、合同保護者会

実施日・回数等 ４月11日、５月19日、３月24日の計３回

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 2017年４月１日 2018年3月31日 O

今年度、就学前のクラスとなるが、母子分離となるか？
母子分離した中で就学前プログラムを実施するこ
とになる。

 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

2 2017年6・7月 2018年3月 208

実施していない場合の理由



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

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 連絡網の整備等により、適切に対応し

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 児童発達支援センター及び放課後等デ
イサービスの受入れ人数を増加した。□ 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 アンケートや保護者会等によりニーズ
を把握している。□ 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 平成30年3月に奈佐事業所を開設し、

放課後等デイサービスを移管した。□ 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 コンセントについては指定管理者て対
応。看板については市で対応する。□ 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

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

関係法令を順守されている。
□ 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

－

平成29年度は、利用希望が多数となり、部屋数の確保が必要になる中、豊岡市を中心に協議を進め、事業再
編を行い、平成30年度は児童発達支援センターとして定員20名、奈佐地区に放課後等デイサービスとして定
員10名にそれぞれ定員を増加した。保育所等訪問支援事業も専任職員を配置し、地域、家庭、療育と連携し
た支援体制をめざす。

 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）


