
＊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) △ 20,419 △ 13,727 △ 13,068 △ 5,661 △ 7,308

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 16,160 16,160 15,580 6,049 4,760

豊岡市の支出 (B) 24,547 16,334 15,979 6,116 7,610

上記のうち、使用料収入 406 444 682 100 162

（予定）

豊岡市の収入 (A) 4,128 2,607 2,911 455 302

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) 6,056 5,579

差引　(A)－(B) 477

支
　
出

人件費 1,230 1,230

事務費

施設維持管理費 4,233
消耗器具備品費82、水道光熱費1,931、燃料費4、修繕費102、業
務委託費624、保守料1,454、手数料19、賃借料17

116 消耗器具備品費37、通信運搬費49、租税公課16、教養娯楽費14

事業費 4,826

収
　
入

指定管理料 6,049 6,049

利用料金

その他収入

合計 (A) 6,056 6,056

7 7

 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

39 40栄養指導室 615 583 619

1,640

第１研修室 143 120

多機能ホール 1,213 1,442 2,518 1,627

内減額利用分 10 10 38

260 530 115

内免除利用分 1,839 1,879 1,838 1,538 1,600

総利用件数 1,971 2,285 3,667 1,781 1,800

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 施設の管理運営

 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 豊岡市立城崎健康福祉センター 所在地 豊岡市城崎町湯島６２５番地の９

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



回 ～ 件

1 個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正 ①エレベーターの制御盤交換
②ガスヒーポン機器更新工事
③高圧設備器　不良改善
④外灯取り替え工事
⑤自動ドア修理
⑥水中ポンプ取り替え
※市に要求済み　→　H31年度予算にて③・④を修繕予定と聞いている

□ 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

センター内の不要な箇所、休憩時間等の照明を消し節電に
努めた。

経費節減に努めた。

 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

住民の福祉活動写真をロビーに掲示 住民活動の情報啓発
地域福祉活動の啓発により、地域内の
活動情報が収集でき、ボランティア活
動のきっかけになった。

条例、条例施行規則に基づき運営 公平で適切な使用
住民が集まれる拠点として利用しやす
い

館内・外の適切な清掃 清潔 気持ちよく利用できる

 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

・駐車場が狭い
・満車が見込まれる場合は、近隣の中学校・空き
地に臨時駐車場の確保ができるようにしている。

その他の方法
方法及び内容 センター利用者より直接要望・意見を聞いている

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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　H30年　4月　1日 　H31年　3月　31日 0 

・センターの外灯が電気系統の故障から点灯出来ず、周辺
の住民より暗いので早く修繕を要望

・市へ要望しH31年度予算で修繕出来ることになっ
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

1 　　H31年　3月　1日 　H31年　3月　31日 2

実施していない場合の理由 窓口等で、随時利用者から意見を伺っています。



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

・H30.3に城崎デイサービスが廃止となり、センター２階スペースが公募されたことを受け、問い合わせに対
応し利用を促進した。

・豊岡市社会福祉協議会は「一人ひとりが　つながり　支え合う　安心な地域づくり」を基本理念とし、地域
住民すべてを対象にした地域福祉の充実のため、総合相談窓口として対応し心の拠り所になるような地域の拠
点を目指した。

 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２５日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


