
＊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) 0 △ 23,526 △ 26,627 △ 28,210 △ 24,722

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 32,154 32,154 32,154 32,154

豊岡市の支出 (B) 32,372 32,507 35,640 32,722

上記のうち、使用料収入 0 0 0 0

（目標）

豊岡市の収入 (A) 8,846 5,880 7,430 8,000

項目 （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 2015 2016 2017 2018

合計 (B) 32,194 32,180

差引　(A)－(B) 0 52

支
　
出

人件費 20,560 20,401 給料18272、法定福利2014、手当64、厚生51

事務費

施設維持管理費 8,468
修繕939、光熱水2663、駐車場1412、清掃・警備・点検
他1542、消耗品389、備品137、リース96、消費税1290

1,256
印刷254、通信・運搬332、消耗品355、会計事務216、
他99

事業費 2,055
通信23、印刷422、消耗品487、材料54、図書148、車両
416、旅費264、謝金139、保険10211,634

収
　
入

指定管理料 32,154 32,154 指定管理料

利用料金 0 0

その他収入

合計 (A) 32,194 32,232

40 78 行事参加費（資料代・保険料他）

 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

環境学習 3,664 3,922 4,308 4,000

利
用
状
況
内
訳

1,296 2,000

自然観察 234

視察研修 1,864 1,402

868 727 1,000

210,000

予約団体 23,000

一般来館者・他 240,026 199,295 205,530

39,661 25,247 21,160

内免除利用分

総利用件数 285,449 230,734 233,021 240,000

本館は入館無料の施設。ホール等の貸館は現在は行っていない。

内減額利用分

2018
件数 （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 2015 2016 2017

業務内容

館内展示・資料収集

コウノトリ野生復帰普及啓発・環境教育

コウノトリ文化館の施設管理

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 2015年4月1日から2018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 豊岡市立コウノトリ文化館 所在地 豊岡市祥雲寺127

指定管理者名 ＮＰＯ法人コウノトリ市民研究所 担当部局 コウノトリ共生部コウノトリ共生課



件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正
館内トイレ内装、汚水管つまり修繕。エアコン室外機冷媒漏れ修繕、非
常灯バッテリ交換、音響設備の更新。障子張替、窓の鎌錠取り換え。

□ 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

スタッフ研修会を実施。年間３回。現地視察研修３か所。 解説の内容の充実。職員の意識、スキルを高め
る。

コンピュータシステムを活用し、情報発信、事務作業等の
効率化。

フェイスブックの閲覧者が増加、事務の効率化。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

エアコンに頼りすぎず自然換気を心がける。 光熱費の節約効果。

ボランティア、参加者の協力を得た運営。 少人グループ単位で行事を安全に運営。

安全管理のための訓練・研修を実施。 来館者、観察会等に対して安全管理意識が高まっ
た。

交流文化事業 音楽会、茶会、感謝祭等
地域住民との交流、世代を超えた文化
交流の場を提供。

 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

施設内の整備、改修
トイレの改修、展示実習室
の充実。

特にトイレが綺麗で気持ちよく使えるとい
う声が多い。

環境学習・観察会の定期実施
コウノトリ自然観察会、田
んぼの学校等

乳児も一緒に親子で参加できる。野外
コウノトリを間近に観察できる。

館内掲示・案内板の充実
東公開エリアへの有効な誘
導を行うことができた

コウノトリと共に、郷公園の自然環境
のすばらしさを体感できた。

図書・資料コーナーの充実
不足していた図鑑類を購入
し閲覧可能にした。

但馬で最も充実した生き物系図鑑や資
料が閲覧できる。

コウノトリの餌やり体験をしたい。
コウノトリの郷公園が特別に実施したことがある
が、通常は無理だと思われる。

 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

解説がわかりやすく良い。
最新のコウノトリ情報の提供と、相手のレベルに
合わせた内容で説明する。

子どもが退屈せず遊ぶ場所がある。
クラフトコーナー、水槽・標本展示などに、子供
目線の演出を工夫する。

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

建物内が清潔、きれい。 日常清掃と定期ワックス清掃を維持する。

 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

　　　毎日 通年 602

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 会計事務所に一部業務を委託してお
り、適正な会計処理を行っている。□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 定期的に救急救命、火災訓練を実施し

て緊急時に備えている。□ 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 コウノトリ野生復帰の情報提供にくわ

え、生物多様性に関する情報提供を
様々なメディアを通じて行っている。□ 改善が必要

個人情報の保護
□ 適正である　 ■ 概ね適正である 個人情報は概ね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 窓口での接客業務にインバウンド対応
を加え、職員が積極的に外国人応対に
努めるようになった。□ 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 これまでどおりの来館者アンケートに
加え、インバウンド対応英文アンケー
トを追加した。□ 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 市直営時に比べイベントや観察会が増

え、多くの参加者に好評を得ている。□ 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 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 12名の職員で週６日間５人日のシフト

を適正に組んでいる。□ 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

年度末にチェックシートに基づく設備老朽化の点検
を実施

実習室外側のトタン屋根の塗装の剥がれが目
立つ。

実施していない場合の理由

指定管理を始めた当初は、展示内容、室内配置の改善等を進めてきたが、現在は情報発信、インバウンド対
応に力点をおいている。今後、エコツーリズムについて情報を得ながら、より来館者に満足してもらえる対
応を考えたい。また、リピーターが多いのが本館の特徴の１つであり、これを一層大切にしていきたい。本
館は地元市民の利用も多いので、「ホタルの夕べ」など文化的行事等をさらに充実させるとともに、地域の
自然を学ぶ観察会、地域への講師派遣にも積極的に取り組みたい。また、郷公園、大学院等との連携を深め
スタッフのレベルアップに積極的に取り組みたい。

 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 2018.3.24

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


