
＊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) △ 636 △ 649 △ 664 △ 650 △ 649

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 736 754 739 739 739

豊岡市の支出 (B) 736 754 739 739 739

上記のうち、使用料収入 100 84 75 89 90

（目標）

豊岡市の収入 (A) 100 84 75 89 90

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

合計 (B) 1,514 1,537

差引　(A)－(B) △ 655 △ 667

支
　
出

人件費 760 768 給与768

事務費

施設維持管理費 620 620
衛生費19、水道光熱費415、租税公課16、減価償
却費166、支払手数料4

部門別管理 50 59 管理部門合計支出0.27％(取締役報酬･管理部給与・事務費・事業費・租税公課など）

80 86 消耗品費86

事業費 4 4 会議費1、支払手数料2、諸会費1

営業外利益 40 事業外売上（出店手数料、荷物取扱手数料などの雑収入）

収
　
入

指定管理料 739 739 豊岡市739千円

利用料金

その他収入

合計 (A) 859 870

120 91 自主事業売上

 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

内減額利用分

内免除利用分

総利用件数 482 410 426 125 120

H30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26 H27 H28 H29

業務内容

農家の就業の確保、地域農林産物の加工及び加工品販売による農家所得の増大並びに

農業者の生産意欲の向上を図り、農業及び地域の活性化を推進するため、加工施設の

使用等及び維持管理に関する業務を行う。

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成29年4月1日から平成32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 豊岡市立日高農林産物加工研修所 所在地 豊岡市日高町岩中102番地の1

指定管理者名 (株)日高振興公社 担当部局 日高振興局　地域振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正
一部の電気設備（コンセント）不具合、換気扇他メンテナンスが必要と
思われる箇所が複数ある。使用できる範囲ではあるが、正常ではない。

□ 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

使用していない機器の停止。不用品の撤去。 冷蔵庫、冷凍庫の停止により光熱費を抑えた。一
部の不用品を撤去し作業スペースを広くした。

 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

衛生的な施設維持のために清掃を実施。 平成29年12月26日(火)実施
清掃日の頻度を増やしてはどうか。年
1回から年2回以上へ。

 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

冬期の駐車場所の確保、または除雪作業をお願いしたい。
基本的には駐車できるよう利用者で除雪していた
だき、対応しきれない場合は担当者が除雪する。

その他の方法
方法及び内容

実施日・回数等

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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

冷蔵庫、水道、冷暖房機器他設備機器の修理をしてほし
い。電子レンジ等作業に必要な機器を購入してほしい。

必要最低限、購入可能な範囲で対応している。物
品は、電子レンジ、ミンチ機を購入。

 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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 利用者が少数のため、意見等は随時口頭で確認している。



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し、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 特定の団体の利用がほとんど。施設・
設備の更新ができないので、利用者の
希望に応えられていない。□ 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、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 老朽化した施設、設備であるが、必要

な物品を限られた予算で更新してい
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 不要物の整理、設備の点検・修繕など
適正に維持管理されている。□ 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

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 関係法令等を遵守し、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

利用状況、施設の状況確認。 概ね適正に処理されている。

実施していない場合の理由

新規加工グループ（利用者）の獲得。現利用者を通じ、施設利用者増加を図る。加えて、マロニエまつり等
のイベントでも利用者を募集する。積極的に利用者を募集すると同時に、施設内を整理し、不便なく使用で
きる環境をつくる。所有者不明の物品、使途不明の物品、販売予定の無い食品等施設内の不用物の撤去を行
う。また、害虫発生も夏期は特に多いため衛生保持に努める。

 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 平成29年11月７日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


