
＊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 所在地 豊岡市竹野町須谷１４７８

指定管理者名 担当部局

豊岡市立竹野健康福祉センター

社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 健康福祉部社会福祉課地域福祉係

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

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

内免除利用分 5,868 4,217 3,912 3,857

総利用件数 5,868 4,217 3,912 3,857 4,000

内減額利用分

500 835 661保健指導室 374

機能回復訓練室 157 169 648

 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

視聴覚研修室 937 1,096 1,006 832

利
用
状
況
内
訳

283

会議室（理・作業療法室） 4,052 1,841

栄養指導室 348 611 372

1,699 1,433

収
　
入

指定管理料 4,115 4,115

利用料金

その他収入

合計 (A) 4,115 4,115

3,189
消耗器具備品費86、水道光熱費1,828、修繕費77、業務
委託費460、保守料649、賃借料89

284 福利厚生費4、通信運搬費254、租税公課4、教養娯楽費22

事業費 3,295

（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) 4,115 4,293

差引　(A)－(B) △ 178

支
　
出

人件費 820 820

事務費

施設維持管理費

上記のうち、使用料収入 76 31 16 138 224

（予定）

豊岡市の収入 (A) 1,301 1,028 1,175 915 1,153

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 4,958 4,815 4,360 4,115 4,155

豊岡市の支出 (B) 5,251 4,912 4,789 5,471 4,271

歳入歳出差引(A)-(B) △ 3,950 △ 3,884 △ 3,614 △ 4,556 △ 3,118

同、財政課所管修繕料 322



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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 センター利用者から直接要望・意見を聞いている

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

その他の方法
方法及び内容 センター利用者から直接要望・意見を聞いている

実施日・回数等

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

条例、条例施行規則に基づき運営してい
る。

公平で適切な運営を行って
いる。

安心して利用できる。

利用者の立場に立った対応を心がけてい
る。

声かけや見守りを実施して
いる。

いつも声をかけてくれる。

 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

 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

故障箇所や危険箇所などの点検を毎日実
施している。

事故や怪我なく安心して使
用していただいている。

安心して利用できる。

清掃を毎日実施している。
常に清潔な状態を維持して
いる。

いつもきれいに掃除ができている。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

不要箇所、休憩時間等はこまめに照明を消し、節電に努め
た。

経費節減につながっている。

施設設備の修繕

□ 適正

照明器具の交換□ 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

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27日

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

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

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

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

経理事務の実施状
況

□ 適正である　 ■ 概ね適正である
概ね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


