
＊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) △ 110,768 △ 6,533 △ 7,893 △ 8,624 △ 44,688

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 3,189 3,189 3,189 4,825 4,869

豊岡市の支出 (B) 114,129 9,829 11,264 11,764 47,920

上記のうち、使用料収入 1,195 1,140 1,128 1,095 1,124

（予定）

豊岡市の収入 (A) 3,361 3,296 3,371 3,140 3,232

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

合計 (B) 4,825 4,757

差引　(A)－(B) 68

支
　
出

人件費 1,230 1,230

事務費

施設維持管理費 3,432
消耗品費209、修繕費96、業務委託費1,928、保守
料1,199

95 通信運搬費88、租税公課7

事業費 3,595

収
　
入

指定管理料 4,825 4,825

利用料金

その他収入

合計 (A) 4,825 4,825

 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

聴覚障害者室 246 271 252 670

利
用
状
況
内
訳

1,495

視覚障害者室 688 837

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2,467 2,594 2,496

828 629

第２会議室 1,712

第１会議室 3,354 3,417 3,276 3,115

内減額利用分

1,811 1,728 2,157

内免除利用分 8,256 8,820 9,154 8,033

総利用件数 8,590 9,400 9,352 8,131 8,300

令和元年度
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

業務内容

管理受託施設

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 　　平成30年４月１日から　　令和5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 豊岡市立豊岡健康福祉センター 所在地 豊岡市城南町２３－６

指定管理者名 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 担当部局 健康福祉部社会福祉課地域福祉係



6回 ～ 件

０個所 ～ 件

利用者の事故
□ 発生

☑ 不発生

施設設備の事故
□ 発生

☑ 不発生

項目 区分 内容・対応等

施設の管理、運営に差し支えないように配慮した上で、水
道光熱費等の経費節減を行った。例えば、不要な照明や電
気機器を使用しないことは当然ながら、休憩時間の節電、
業務後の施設内見回り時に、各部屋及び共有施設の消灯、
機器の電源を点検、トイレや給湯室の水道栓を確認し、そ
の上で再度、退勤時に冷暖房の集中管理装置を確認し、経
費の節減を図った。

不要な照明を使用しないことなどにより、経費節
減につなげた。

施設設備の修繕

□ 適正

非常用滑り台と建物間の隙間、玄関外コンクリート亀裂等、令和元年度予
算要求でも報告済みの要修繕箇所が多数あります。

□ 概ね適正

☑ 改善が必要

 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

 ７　事故及び修繕の状況

「豊岡市立健康福祉センターの設置及び
管理に関する条例」ならびに「豊岡市立
健康福祉センターの設置及び管理に関す
る条例施行規則」に基づき、多くの市
民・団体等が安定的に活動できるよう適
宜施設利用を働きかけた。

福祉団体等は無料で会議等
に使用することができ、安
定的な活動をサポートする
空間となっている。

福祉団体等にとっては無料で使用する
ことで安定的な活動のサポートとなっ
ている。また、館内に社協や福祉団体
等が入居しており、連携面においても
利便性が高い。

豊岡市社協に登録され、日々地域福祉推
進のために活動されている各ボランティ
アグループや団体のミーティング等に施
設利用を働きかけた。

各ボランティアグループ等
がミーティングや活動に使
用されており、安定的な活
動をサポートする空間と
なっている。

ボランティアグループが優先的に無料
で使用することができ、継続的な活動
に必要不可欠な場所となっている。

 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

駐輪場に長年放置された自転車が７台あり、来所者が自転
車を置けない

貼紙にて持ち主へ持ち帰り依頼・撤去警告済み。防犯登
録確認のうえ、１年間の保管期間中（１２月末まで）。

その他の方法
方法及び内容 窓口等で、随時利用者から意見を伺っています。

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

玄関南側車道および歩行者用スロープに、植樹の伸びきっ
た枝がかかり、来所者の邪魔になっている

業者に依頼し、剪定した。

 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

　　　平成30年4月1日 平成31年3月31日 6

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
を心掛けている。□ 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 利用者の意見は、指定管理者において
随時把握し、対応している。□ 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

実施事業はなし。
□ 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 適切な人員配置がされ、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 管理運営上の助言

実施していない場合の理由

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員とし、常に住民の要求や課題を把握し
サービスの向上に努めています。施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。そして地
域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用しやすい施設づくりを目指します。

 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31年3月20日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


