
＊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) △ 6,057 △ 3,971 △ 7,361 △ 8,621 △ 6,532

同、財政課所管修繕料 102

上記のうち、指定管理料 6,801 6,848 6,801 5,841 6,380

豊岡市の支出 (B) 49,965 6,869 10,077 11,250 9,244

上記のうち、使用料収入 2,538 2,800 2,616 2,578 2,616

（目標）

豊岡市の収入 (A) 43,908 2,898 2,716 2,629 2,712

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) 7,742 6,122

差引　(A)－(B) 0 1,619

支
　
出

人件費 2,600 2,472 管理人給料2,402、公園管理手当70

事務費

施設維持管理費 3,665 3,532
需用費2,394、委託料1,076、テレビ視聴料15、保
険料47

予備費 1,277

200 118 役務費

事業費

前年度繰越金 1,900 1,900

収
　
入

指定管理料 5,841 5,841 指定管理料

利用料金

その他収入

合計 (A) 7,742 7,741

14,000

研修室・会議室 447

1 0

200

テニスコート 12,938 15,352 13,888 13,928

 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

235 283 189

内免除利用分

総利用件数 13,385 15,587 14,171 14,117 14,200

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

施設の管理運営等

 １　施設の利用状況 （単位：人）

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 豊岡市立神美台スポーツ公園 所在地 豊岡市神美台157-40

指定管理者名 神美台管理組合 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正
・ナイター照明器具の故障（安定器）が多い
・観覧席のフェンスのポールに錆が発生し危険（都度修理）
・空調設備老朽化により一部使用不可

□ 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

常に経費節減を図っている 電気：2,270千円（H20）⇒1,333千円（H29）
　　【効率化】170％

水道：80千円（H20）⇒56千円（H29）
　　【効率化】143％

ガス：508千円（H20）⇒57千円（H29）
　　【効率化】891％

 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

清掃作業等環境整備に努めている 随時

収益の向上を図るため、合宿へのＰＲに
努めている

随時

 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 直接、窓口や電話での連絡

実施日・回数等 都度対応しているが、記録なし

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

大会時に駐車場が満車になり路上駐車がある。
史料館の敷地の一部を開放する。（台数が不十
分）

 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 直接、窓口や電話での連絡がある。



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ＡＥＤ講習の

受講等により、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が、

パソコンデータや書類管理等改善が必
要。■ 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 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 ナイター照明の不具合による利用者対

応や修繕計画等適時適切な対応を行っ
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 各設備の保守点検や破損箇所等の早期
発見による修繕対応など適正に維持管
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され

ているが、緊急時等の業務遂行に不安
がある。□ 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

施設管理状況及び修繕状況の確認
市民要望及び管理者要望の確認

修繕の実施計画の確認
管理運営上の助言
市民要望の把握依頼

実施していない場合の理由

・利用者の増加を図るため、旅行会社等を通じて合宿の依頼を行ってきたが、周辺の宿泊施設が少ないた
め、なかなか成果が上がらない。
・部活動でのコート使用について、調整に苦慮している。（担当部署に連絡済み）

 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30年5月21日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


