
＊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 豊岡市立豊岡市民プラザ 所在地 豊岡市大手町4-5アイティ7階

指定管理者名 特定非営利活動法人コミュニティアートセンタープラッツ 担当部局 豊岡市地域コミュニティ振興部生涯学習課

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28年4月1日から　平成33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

H30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26 H27 H28 H29

内免除利用分 0 0 0 0 0

総利用件数 116,678 109,734 119,528 129,245 131,000

内減額利用分 0 0 0 0

3,949 4,838 6,371

0

3,000

27,000

リハーサル室 4,098 6,500

多目的ホール 24,878 20,584 26,325 26,783

 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

子育て 61,389 53,993 55,576 57,239 58,000

利
用
状
況
内
訳

36,125 36,500

楽屋 1,607 2,062

練習室・活動室 24,706 29,146 30,378

2,411 2,727

収
　
入

指定管理料 35,713 34,813

利用料金 13,800 13,188 利用料金

その他収入

合計 (A) 49,913 65,000

400 16,999 売上・委託料・入場料収入

10,072
水道光熱費4,116、夜間管理・清掃2,859、舞台保守
2,055、リース料1,042

市民活動事業 4,176 3,898 消費税2,418、自主事業等1,480

408 912 事務用品費

事業費 1,315 19,255
中・高生アートチャレンジ事業2,054、アートスクール
1,888、演劇プロジェクト事業3,613、アジアフェス事業
2,365　等

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

合計 (B) 49,913 66,536

差引　(A)－(B) 0 △ 1,536

支
　
出

人件費 32,726 32,399 給与・賞与・諸手当28,115、法定福利費4,284

事務費

施設維持管理費 11,288

上記のうち、使用料収入 1,329 956 893 874 874

（目標）

豊岡市の収入 (A) 10,952 9,470 3,138 5,510 3,410

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 35,134 35,355 34,813 34,813 34,422

豊岡市の支出 (B) 46,607 47,649 43,636 74,784 59,380

歳入歳出差引(A)-(B) △ 35,655 △ 38,179 △ 40,498 △ 69,274 △ 55,970

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

10 平成29年4月1日 平成30年3月31日 1,200

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

無 　　　年　月　日 　　　年　月　日

楽しい催しをいつもありがとうございます。 皆様に楽しんでいただけるよう努めます。

もっともっと宣伝したらいいと思います。 広報戦略を常に考え、実践していきます。

豊岡でこんな素敵な公演が観られるなんて幸せです。 都市との芸術格差をなくせるよう努めます。

その他の方法
方法及び内容

窓口の対応を丁寧に、利用者の立場に立った親切、
迅速な対策を心がけ、職員に徹底している。

実施日・回数等 通年適宜

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

交流サロンでサロンコンサートを開催 毎月
無料で気軽に聴くことができ楽しみにして
いる。

リピーターを増やすためのきめ細かい
サービスの提供

通年
使用の際の丁寧な対応やアドバイス等よく
してもらって助かる。

海外の芸術作品に触れる機会を増やしてほしい。 良質な作品を厳選してお届けしていきます。

 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

 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

幅広い年齢層に向けた自主事業の展開 通年
シルバー世代も参加でき、生きがいにな
る。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

エアコン・照明などをこまめに消し、温度設定は適正を保
ち省エネを心がけた。

水道光熱費縮減（対前年度比12.3％減）

施設設備の修繕

■ 適正

□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 扉を開けた際に反対側の通行人の額に衝突。病院での検査の結果大事には至ら

ず。注意喚起の掲示を追加し、再発防止に努める。□ 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

施設管理状況および運営状況、経理等の確認
運営上の問題点等の確認

概ね良好な管理、運営である。
事業数の増加に伴い、プラッツ負担金が増え
ていることが少し気にかかる。

実施していない場合の理由

自主事業は市民参加型を基軸とし、文化芸術に触れる、体験する、実践する、鑑賞することができる施設としてその役割
を果している。貸館事業もリピーターが多く、安定した利用者の獲得につながっている。
施設の管理についても、利用者の安全はもとより、大規模な修繕等が発生しないように定期的に保守点検を行っている。
利用者の新規獲得に向け、口コミ評価の向上を目指していくと共に、広報制作の工夫に努める。
なお、舞台音響・照明・機構等の経年劣化による不良個所も見受けられることから、計画的な設備更新を行う必要があ
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

職員配置等

□ 適正である　 ■ 概ね適正である 音響、照明等の技術スタッフが各２名ずつ
在籍しており２チーム体制で運営している
が、KIACへの動員やアウトリーチ等も行っ
ているため、人員が不足している。

□ 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

関係法令等を遵守している。
□ 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 協定および戦略に基づいて計画、実施され

ている。
費用については見直す余地あり。□ 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 アイティビル全体での管理に加えて、プラ
ザ独自に契約した清掃業者が入っている。
修繕関係の報告等、市との連携については
今後とも密に行うこと。

□ 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
事業毎のアンケートを元にDMを送る等、リ
ピーターを増やす努力をしている。

□ 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
日本一優しい公立公共施設を目指して、丁
寧な対応をしている。

□ 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

協定書等に従い適切に管理、公表されてい
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

協定書等に従い適切に管理されている。
□ 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
帳簿は会計ソフトで適正に管理され、口座
も用途別に分けて管理されている。

□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である

アイティビル全体で体制が整えられてお
り、年3回の訓練が行われている。

□ 改善が必要


