
＊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) △ 14,383 △ 13,564 △ 16,287 △ 16,185 △ 12,529

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 13,104 13,104 12,244 12,495 12,495

豊岡市の支出 (B) 14,440 13,621 16,344 16,242 12,586

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 57 57 57 57 57

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) 20,170 19,306

差引　(A)－(B) 0 560

支
　
出

人件費 8,240 7,515 給料・諸手当・社会保険料

事務費

施設維持管理費 9,720 10,230 水道光熱費・修繕費・委託料他

2,195 1,555 消耗品費・通信費等

事業費 15 6 自主事業

収
　
入

指定管理料 12,495 12,495 指定管理料

利用料金 7,125 6,846 利用料金

その他収入

合計 (A) 20,170 19,866

17,639 19,382 20,100

60,500

会議室 1,349

550 525 学校開放等

2,010

総合アリーナ 63,341 65,775 60,682 58,776

 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

307 315

市民アリーナ 22,598 22,862

ミーティング室 215 289 302

内減額利用分 37,400 44,080 31,404 34,092

2,620 1,420 1,869

35,200

内免除利用分 1,960 2,945 2,633 2,015 2,075

総利用件数 87,503 91,546 80,043 80,334 82,925

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

自主事業の実施

 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34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 豊岡市立市民体育館・豊岡市立総合体育館 所在地 豊岡市大磯町1-75他

指定管理者名 豊岡体育協会 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
駐車場東側フェンス取付け、掲示板修理、自火報知器取付け、自家発電
装置鉛蓄電池取換え等

□ 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

職員の効率的な配置により給料手当の削減に努めた。 経費の削減（対前年度比5.6％減）

 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

8月の14日・15日は体育館の無料開放 毎年利用あり 継続して行って欲しい。

既利用団体に予約内容を連絡し、空き時
間にさらに利用してもらうようＰＲ

少しずつ利用あり 夜の利用を検討する

倉庫の空きスペースを利用しキッズコー
ナーを設置

親子での利用あり
ママさんバレーボール大会等に母親が
気兼ねなく参加できる。

 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

市民体育館の女子トイレの洋式便座の冬期間の保温にして
欲しい。

冬の期間便座シート付けて、こまめに管理する。

総合体育館正面の道路渕にある行事予定の掲示板を活用し
ないなら撤去してはどうか。

既に改修し、現在は月の予定表を貼りだし、通行
の方にも大会等の案内をしている。

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話連絡等による管理者および市への直接要望

実施日・回数等 随時

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

総合体育館男子シャワー室の配管並びに器具の改修、女子
の分だけ正常に起動している。

平成30年度に改修予定

 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



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、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。
□ 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 キッズコーナーの設置等利用者の意見
は、指定管理者において随時把握し、
早期に対応している。□ 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 ホームページの開設や無料開放による

利用者数の増加に向けた取組みを行っ
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 指定管理者により早期に破損箇所等の
発見し、リスク分担内で修繕対応など
適正な維持管理が必要。■ 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、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

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

管理運営上の助言
市民要望の把握依頼
破損箇所等の定期的な施設確認と修繕の実施

実施していない場合の理由

　自主事業等の要望・意見への対応はしているが、利用実績は文科系の利用実績の日数削減等減少の傾向に
あるため、今後は利用される団体に空き状況を早急に連絡し、ホームページに予約状況が早期に確認できる
よう早期に更新に努め、更なる利用を促進する。
　利用者ニーズのうち、即時対応が可能なものには対応できている点では高評価を受けており、今後も迅速
な対応に努める。

 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）


