
＊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) △ 5,113 △ 7,799 △ 5,583 △ 5,541 △ 8,501

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 4,900 4,918 4,920 4,920 8,396

豊岡市の支出 (B) 5,113 7,799 5,583 5,541 8,501

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 0 0 0 0 0

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) 4,920 4,922

差引　(A)－(B) 0 3

支
　
出

人件費 3,573 3,601 賃金3,023、交通費282、社会保険296

事務費

施設維持管理費 1,067 1,055
光熱費322、燃料費75、修繕費132、通信費136、手数料
86、保険料46、委託料151、負担金46、飲物代61

160 165 ウェーダー、鳥インフル用品、事務用品、衛生用品他

事業費 120 101 早朝観察会、ハチゴロウの戸島湿地まつり

収
　
入

指定管理料 4,920 4,920 指定管理料

利用料金

その他収入

合計 (A) 4,920 4,925

0 5 前期繰越金、預金利息

 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

314 320ボランティア数 337 281 238

10,000

環境協力金 184,452 180,000

来館者 9,796 9,887 8,232 7,144

内減額利用分

179,241 171,900 166,632

内免除利用分

総利用件数 9,796 9,887 8,232 7,144 10,000

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

１　コウノトリ野生復帰について普及啓発する。

２　湿地の生物状況をより良好にするべく考察しながら、湿地を管理する。

３　環境教育を推進し、研究活動を支援する。

 １　施設の利用状況 （単位：人、円）

指定期間 平成27年４月１日から平成30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 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地 所在地 豊岡市城崎町今津1362

指定管理者名 コウノトリ湿地ネット 担当部局 コウノトリ共生部コウノトリ共生課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正
指定管理者）敷地と水路との境界フェンスが傾いている。
担当部局）緊急性は低いと判断し当面経過観察する。

□ 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 指定管理者）台風で冠水し、観察棟が浮いたり、木道が流された。観察

棟はコンクリートで嵩上げし、木道は流出分を撤去した。□ 不発生

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

ボランティア及びＣＳＲ活動の受け入れ ボランティアやＣＳＲの力を借りて湿地管理する
ことにより湿地管理費の削減につながった。

 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

ホームページでの情報発信
コウノトリ野生復帰の普及
啓発

好評

環境学習の受け入れ ふるさと学習の充実 好評

セルフガイドの充実 ３種類の映像製作 好評

エコツアーの造成 ヨシ刈り体験ツアー試運転 プログラムの改良が必要

 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

その他の方法

方法及び内容
施設が開設されて5年を経過した平成26年に「ハチゴロウの戸島湿
地検証委員会」を設置し、戸島湿地の整備、運営等について現状整
理、分析、評価を行った。

実施日・回数等
第1回：平成26年10月9日、第2回：平成26年12月17日、第3
回：平成27年3月12日、回数：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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

説明用の展示等が少ない 3種類の映像を製作し、セルフガイドを充実した

 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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 少人数での来館が多いので、機会を見て聴取している。



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 環境学習やインターンシップ学生の受
け入れを積極的に行い、次世代育成に
貢献している。□ 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 ハチゴロウの戸島湿地まつりを開催

し、コウノトリ野生復帰の取組みやラ
ムサール条約の普及啓発をしている。□ 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 施設内の清掃や各設備の保守点検・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 仕様書等に定められた人員配置がなさ

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

⑴戸島湿地の管理運営状況について
⑵コウノトリ野生復帰の普及啓発について
⑶環境学習の推進について

⑴適切に管理されている
⑵適切に行われている
⑶適切に行われている

実施していない場合の理由

　戸島湿地の人工巣塔に生息するコウノトリは10年連続で繁殖していることや、絶滅危惧種のイトヨが近隣
では唯一戸島湿地で確認されること等からハチゴロウの戸島湿地の生物相は豊かであることが証明されてい
る。戸島湿地を実験フィールドとして、見試し（湿地改良）を繰り返しながら、湿地管理技術の確立に向け
て取り組んでおり、得られた知見や技術を市内のビオトープ等の湿地管理に生かしている。小学校３年生を
中心とした環境学習のフィールドとして活用しており、ふるさと学習の拠点施設としての機能を有してい
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

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


