
＊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) △ 15,516 △ 15,642 △ 65,328 △ 160,091 △ 15,028

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 15,501 15,626 15,052 15,011 15,011

豊岡市の支出 (B) 15,525 15,651 65,337 160,100 15,037

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 9 9 9 9 9

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) 22,678 18,929

差引　(A)－(B) 0 △ 2,304

支
　
出

人件費 11,598 10,766 給料 9,220、通勤手当 224、法定福利費 1,322

事務費

施設維持管理費 10,030 7,252

電気 2,538、水道 320、燃料 54、修繕 438、手数料
16、保守点検 1,213、消耗品 83、車輌経費 74、租税
公課 2,000（消費税1,402、法人税347、県民税139、そ
の他112）、雑費 141、備品 375

1,050 911 消耗品 188、印刷 51、通信費 186、ﾘｰｽ料 486

事業費

収
　
入

指定管理料 15,011 15,011 指定管理料

利用料金 1,200 1,614 利用料金

その他収入

合計 (A) 22,678 16,625

6,467 0 自己資金

 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

会議室　 1,547 1,821 1,550 1,851 1,500

利
用
状
況
内
訳

1,421 1,600

ミーティングルーム 445 287

小ホール 1,866 1,831 1,885

256 1,238 500

27,000

ステージ 2,195 2,000

大ホール 28,559 28,925 28,255 20,818

内減額利用分 9,616 12,216 13,116 7,386

2,475 1,921 2,675

内免除利用分 1,213 2,123 2,980 1,683

総利用件数 35,108 35,186 34,713 28,503 33,000

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

 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 豊岡市立日高文化体育館 所在地 豊岡市日高町祢布954-6

指定管理者名 特定非営利活動法人コミュニティ日高 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 平成29年度修繕工事を実施
　大ホール吊り天井改修、、大ホール床面改修、
　ステージ舞台機構（音響反射板）の撤去、小ホール床面・壁修繕
　照明灯のLED化、屋上防水改修、便所修繕

□ 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

照明の点灯の工夫（利用箇所に合わせて点灯） 電気代の経費削減

職員による館内一斉清掃（毎月１回） 修繕箇所の早期発見

職員による樹木等の剪定

 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

ホームページ等による情報提供 随時

法人情報誌「コミュニティだより」の発
行

年４回

 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

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

 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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 利用者から個々に把握



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 利用者の意見把握に努め、会議室や小
ホールの利用形態に工夫が必要であ
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 法人会報誌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 改修工事が実施されたが、適切な管理
と軽微な修繕箇所等の確認に心がけて
もらいたい。■ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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

実施していない場合の理由

　施設がリニューアルされたので、ホームページの更新やＳＮＳによる情報発信に努め、定期利用団体の増
加に取り組みたい。

 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 平成30年5月24日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


