
＊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 豊岡市立住吉屋歴史資料館 所在地 豊岡市竹野町竹野422番地

指定管理者名 いろりの会 担当部局 地域コミュニティ振興部文化振興課

業務内容

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成27年４月１日から平成30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

・設管条例第３条第１項各号に規定する事業に係る業務
・住吉屋の使用およびその制限に関する業務
・住吉屋の維持管理に関する業務

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

内免除利用分 34 88 13 30 -

総利用件数 3,945 4,461 4,495 3,923 5,000

686 487 404

300

伝承交流館等貸館利用 477 700

文化交流館・芸術交流館 280 360 256 192

 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

3,327 4,000伝承交流館見学 3,188 3,415 3,752

前年度繰越金 88 88 平成28年度決算繰越金

収
　
入

指定管理料 3,875 3,876 指定管理料

事業収入 55 103 観月会他

その他収入

合計 (A) 4,134 4,177

116 110 会費収入等

599
水道光熱費301、燃料費95、機械警備180、修
繕費23

予備費 10

377 331
研修費37、消耗品費61、器具什器費17、通信
運搬費134、その他82

事業費 217 156 観月会他

（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) 4,134 3,956

差引　(A)－(B) 0 221 平成30年度に繰越

支
　
出

人件費 2,870 2,870 受付職員給与

事務費

施設維持管理費 660

上記のうち、使用料収入 85 80 69 49 112

（目標）

豊岡市の収入 (A) 389 415 409 167 321

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 3,857 3,875 3,875 3,876 3,835

豊岡市の支出 (B) 5,076 5,964 4,970 4,785 11,361

歳入歳出差引(A)-(B) △ 4,687 △ 5,549 △ 4,561 △ 4,618 △ 11,040

同、財政課所管修繕料 100 382 45 0



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 利用者との直接対話によってニーズの把握に努めている

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

「憩いの土間」に接する母屋の廊下に間仕切りがない為、
とても寒い。

透明のビニールで廊下と遮断する。

庭の草取りがされていてとても美しい。 今後も引き続き美しい庭の管理に努めたい。

資料館等の説明がとてもわかりやすい。 今後も引き続き勉強して丁寧な説明に努めたい。

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

「ひな人形」の展示 ３月～４月
綺麗な「ひな人形」が見れて良かっ
た。

「五月人形」の展示 ４月～６月
立派な「五月人形」が見れて良かっ
た。

階段がとても登りにくくてしんどい。 改修は出来ない旨説明し謝罪した。

 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

１０月

 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

灯籠流し ８月 幻想的な光景でとても美しかった。

秋の夜長を楽しむ会 一日の疲れが癒され、とても美しい。

仲田光成先生作品展示替え ９月 絵のような素晴らしい「かな書」である。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

徹底した電気使用量の削減に努める。
電気使用量は前年度と比較して840kw(対前年度対
比約10％)の削減となる。

施設設備の修繕

■ 適正

憩いの土間の改修□ 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

実施していない場合の理由

平成29年度については、問題が発生したときに調査・対処することで対応した。平成30年度から、８月に定
期調査を行うこととしている。

　住吉屋歴史資料館の存在は知られていても、まだ来館されていない多くの市民の方々がおられるので、あ
らゆる機会を利用・活用して歴史の素晴らしさに触れていただける様に取り組んでいきたい。また、施設の
利用率向上の為に各催し物の開催について従来の催し物だけでなく、「相撲甚句」など新しい催し物にも積
極的に取り組み、当施設が一人でも多くの市民の憩いの場となるように努めていきたい。
　更に「自由帳(落書帳）」を備え付け、来館者の忌憚のない意見を述べて頂き、運営の参考にしていきた
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

職員配置等
□ 適正である ■ 概ね適正である 概ね適正であるが、稀に電話が繋がら

ないことがあるため、課題がある場合
は所管課に相談されたい。□ 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

関係法令等の違反は見当たらない。
□ 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 多くの事業実施に努めている。広く市

民が参加できる事業となるよう努めら
れたい。■ 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 常に美しい状況を保つよう努めてい
る。□ 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 多くの事業を実施し、施設の利活用に
努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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 丁寧な応対と利用者との対話による
ニーズの把握に努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

情報公開への対応
■ 適正である □ 概ね適正である 情報公開への備えに不備は見当たらな

い。□ 改善が必要

個人情報の保護
■ 適正である □ 概ね適正である

個人情報は適正に保護されている。
□ 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 概ね適正であるが、今後も繰越金が増
加していく状況であれば、使途を含め
て所管課と協議されたい。□ 改善が必要

緊急時の対応
□ 適正である ■ 概ね適正である 概ね適正であるが、緊急事態の発生に

備え、連絡網の整備や避難訓練の実施
に努められたい。□ 改善が必要


