
＊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) △ 59,251 △ 9,966 △ 9,072 △ 8,640 △ 8,833

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 9,524 9,549 9,524 9,092 9,284

豊岡市の支出 (B) 59,536 10,435 9,541 9,109 9,302

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 285 469 469 469 469

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) 12,549 11,378

差引　(A)－(B) 0 △ 533

支
　
出

人件費 7,043 6,654 給料5,540　通勤手当131　法定福利費983

事務費

施設維持管理費 5,295 4,535

賃金207　原材料503　修繕542　除雪委託16　保守点検
738　電気684　水道316　燃料62　借上料32　消耗品
133　車両経費127　租税公課1,100（消費税777、法人
税192、県税77、法人市民税54）　雑費23　備品52

211 189 消耗品20　通信費126　リース料26　TV視聴料14　手数料3

事業費

収
　
入

指定管理料 9,092 9,092 指定管理料

利用料金 1,500 1,684 利用料（夜間照明料を含む）

その他収入

合計 (A) 12,549 10,845

1,957 69 自販機電気代、クラブハウス電気代、コピー代

 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

3,494 3,500

ゲートボール場 372 306

テニスコート 3,052 3,796 3,448

廃止

12,000

多目的グラウンド 7,820 11,000

野球場 11,932 11,125 7,933 11,463

内減額利用分 294（件） 395（件） 374（件） 417（件）

8,820 9,360 10,856

内免除利用分 7(件） 18（件） 14（件） 2（件）

総利用件数 23,176 24,047 20,741 25,813 26,500

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28年4月1日から平成31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 豊岡市立植村直己記念スポーツ公園 所在地 豊岡市日高町野829番地

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 野球場：屋外トイレ修理配管等修理、漏水調査等実施
多目的グラウンド：屋外用ソーラー掛け時計購入
テニスコート：砂入人工芝３カ所補修等。
機械関係：芝集積機、薬剤散布機修繕。街灯の防水処理等。

□ 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

樹木等の公園部管理のスケジュール化 作業の効率化及び要員把握の早期化

 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

リレーマラソンの実施（継続） ８月２７日(日） グループ・家族等で楽しめた

ＨＰの更新 随時 直近の情報提供

 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 当法人役員会等により利用団体の代表者により直接把握

実施日・回数等 役員会６回

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

イベントにより駐車場不足
30年度よりゲートボールコートの廃止により、そ
のスペースを利用

 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 利用者及び利用団体より個別把握



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 法人会報誌やホームページ等により利
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

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 継続実施の自主事業であるリレーマラ

ソンの参加者拡大に向けて、ニーズ把
握に努め、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 定期的な剪定等の管理により、利用し
やすい環境維持に努めている。□ 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

　管理については、樹木等の剪定等スケジュール化により周辺地域から高い評価を得ている。公園施設利用
については、天候次第で不安定であり、状況如何によっては、厳しい事態も想定される。

 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24日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


