
＊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。

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 所在地 豊岡市戸牧349、368-3

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

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

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

14,759

内免除利用分 3,494 1,053 1,584 1,031 1,230

総利用件数 23,081 30,009 33,793 31,670 32,050

テニスコート 4,792 5,267 5,271

内減額利用分 11,051 12,558 12,961 14,133

15,117 16,149 15,659 15,250

こうのとり球場 11,478 9,625 12,373 10,636

 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

5,375 5,820

10,980

陸上競技場 6,811

10 11 コピー代他
収
　
入

指定管理料 12,620 12,620 指定管理料

利用料金 2,483 2,432 利用料金

その他収入

合計 (A) 15,113 15,063

5,961 水道光熱費・修繕費・委託料他

1,603 1,244 消耗品費・通信費等

事業費 15 0 自主事業

（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) 15,113 15,504

差引　(A)－(B) 0 △ 441

支
　
出

人件費 8,180 8,299 給料・諸手当・社会保険料

事務費

施設維持管理費 5,315

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 448 38,799 16,363 301 301

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 13,676 13,676 13,287 12,620 12,620

豊岡市の支出 (B) 13,699 271,562 123,504 61,772 13,917

歳入歳出差引(A)-(B) △ 13,251 △ 232,763 △ 107,141 △ 61,471 △ 13,616

同、財政課所管修繕料



回 ～ 件

個所 ～ 件

 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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

テニスコートの水銀灯が切れている。 業者に依頼し、修理完了した。

テニスコートのステンレスワイヤ―ネット老朽化の為使用
不能、防風シートが破損している。

防風シート取り換え、センターネットつぎはぎの
為取替えた。

こうのとり球場トイレの配管が水漏れしている。 三塁側トイレは配管修理した

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

平日午後の利用者増化に向け、グラウン
ドゴルフ用具を３コート分購入した。

利用あり
人工芝の為土よりボールがころばな
い、人工芝用のボールもあり。

ホームページを開設し、予約状況の確認
が迅速にできる。

予約状況が確認できる
予約が簡単にでき、スマートフォンも
利用できる。

こうのとり球場倉庫のシャッター風により破損している。 物品倉庫につき、一部分シャッター取替えた

 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

 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

施設の維持管理費の合計が効率的運営により削減できた 経費の削減（対前年度比１2％減）

施設設備の修繕

■ 適正
テニスコート水銀灯修理、テニスコート防風シート、ステンレスワイ
ヤーの修理、こうのとり球場シャッター修理、こうのとり球場３塁側の
配管修理

□ 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



。

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）

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

　自主事業の要望・意見への対応はしているが、利用実績は横ばい状態が続いている。ホームページの開設
により陸上競技場の全天候化、こうのとり球場の人口芝の様子を積極的に紹介し、利用者の増加を図りた
い。特に、こうのとり球場の平日の午後の利用増加を目指す。
　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

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

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野球場でのグラ

ウンドゴルフ利用等利用者数の増加に
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

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 施設設備への利用者ニーズに対して、
指定管理者において随時把握し、早期
の対応行ってもらいたい。■ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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

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


