
＊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) △ 3,963 △ 14,205 △ 2,182 △ 4,369 △ 9,619

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 2,173 2,173 2,173 4,360 4,360

豊岡市の支出 (B) 3,976 14,218 2,195 4,382 9,632

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 13 13 13 13 13

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) 5,410 5,387

差引　(A)－(B) 0 0

支
　
出

人件費

事務費

施設維持管理費 5,410 5,387
修繕費1,421、燃料費1,205、消耗品費516、印刷
費23、手数料922、委託料1,300

事業費

雑収入

収
　
入

指定管理料 4,360 4,360 指定管理料

利用料金 1,050 1,024 利用料金

ロッカー代

合計 (A) 5,410 5,387

3 その他売上

 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

57,453 55,000環境発見遊具等 52,125 50,449 55,755

36,000

ｾﾝﾀｰ棟会議室 2,903 2,500

芝生グラウンド 35,295 36,286 35,375 35,710

内減額利用分

1,884 2,577 2,415

内免除利用分

総利用件数 90,323 88,619 93,707 95,578 93,500

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 豊岡市立神鍋野外スポーツ公園 所在地 豊岡市日高町名色88-50

指定管理者名 (公財)兵庫県勤労福祉協会・全但バス㈱グループ 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
環境発見遊具手摺修理、環境発見遊具大便器取替、排水管修理、トイレ
引戸錠取替修理、テレビブースター修理、センター棟絶縁不良改修等

□ 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

蛍光灯の間引き消灯により、節電に努めた。 経費の削減

冬場において、ボイラー不要な場合はこまめに調整に努め
た。

経費の削減

 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

芝生グラウンドの芝の移植を定期的に実
施

５月～９月
手入れがしてあり、気持ち良く利用が
できた。

花壇やプランターに季節に合った花を植
えた。

４月～１１月 手入れがしてあり、とても綺麗です。

屋外の植栽については、委託及び職員で
草刈等を実施した。

４月～１１月 手入れがしてあり、とても綺麗です。

 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

センター棟エントランス、民宿までの歩道が暗い。
エントランスについては、平成30年度にＬＥＤ化
を実施予定。

Ｗｉ－ｆｉを使えるようにして欲しい。 費用が発生するので、慎重に検討します。

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及び市への直接要望

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

暖炉、環境発見遊具がいい。
これからもより良い施設であるように管理運営に
努めていきます。

 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

1 　平成29年11月28日 　平成29年12月30日 63

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 アンケート調査を実施し、利用者の
ニーズ把握に努め、必要な対応を実施
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 利用者のニーズ把握や多方面のＰＲに

努め、利用者数増加に向け自主事業等
を実施している。□ 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

実施していない場合の理由

　芝生グラウンドにおいては、利用実績は、毎年ほぼ横ばいの状態である。天候に左右されてしまうため、
なかなか利用率、収入アップは難しいと思うが、今後は自主事業の企画等、利用率アップ、収入増を図る。

 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28日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


