
＊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) △ 8,799 △ 7,645 △ 8,665 △ 11,348 △ 11,209

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 8,863 8,818 8,717 7,459 13,294

豊岡市の支出 (B) 10,112 8,944 9,925 13,034 13,354

上記のうち、使用料収入 256 317 319 805 831

（予定）

豊岡市の収入 (A) 1,313 1,299 1,260 1,686 2,145

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) 7,459 7,443

差引　(A)－(B) 16

支
　
出

人件費 820 820

事務費

施設維持管理費 6,562
消耗器具備品費73、水道光熱費20、修繕費94、業務委託
費3,844、保守料2,513、手数料18

61 通信運搬費44、租税公課3、教養娯楽費14

事業費 6,639

収
　
入

指定管理料 7,459 7,459

利用料金

その他収入

合計 (A) 7,459 7,459

 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

多目的集団指導室 8,031 6,568 7,117 7,759

利
用
状
況
内
訳

5,145

会議室 6,723 6,195

和室研修室 4,555 3,666 4,145

5,761 6,470

洋間研修室 2,465

視覚障害者室 2,610 2,956 1,966 2,738

内減額利用分

1,875 1,900 3,155

内免除利用分 26,686 21,091 21,057 22,258

総利用件数 27,393 22,664 21,945 25,431 25,500

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

施設の管理運営等

 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 所在地 豊岡市日高町祢布891-2

指定管理者名 担当部局

豊岡市立日高健康福祉センター

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



回 ～ 件

個所 ～ 件

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

☑ 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

水道光熱費はこまめに節約に心がけている。消耗品等はで
きるだけ安価な物を必要最小限購入し、使用している。

経費節減につながった

機械設備等は点検業務を徹底し故障の発見、早期修繕で設
備機械等の効率よい運転を行っている

 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

気持ちよく使用してもらうため、毎日、
清掃を実施

外回りを含め掃除が行き届
いている。

いつもきれいに掃除ができている

子ども、障害者、高齢者、誰もが安全に
利用できるよう、故障箇所がないよう点
検し対応した。

すこやか検診、乳幼児検診
等、幅広い年齢で利用して
いる。事故や怪我もなく安
心して使用できている

子どもたちが走り回ったり転んでも、
安心して見守っていることができる

登録ボランティアが活動しやすいように
ボランティア室を設置

ボランティアが自由に出入
りできるのでミーティング
や活動がしやすい

ボランティアの交流や連絡会で使用す
ることができ、必要な場所となってい
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

玄関入り口の天井の電気が暗い 市に対応をお願いしている

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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

センター内全部屋の暖房設備が故障し、早く修繕をしてほ
しいと、多数の要望があった

市から借用したストーブで対応したが、広い部屋
は１台では寒く、使用が重なった時はストーブが
不足した。職員が個人のストーブを持込み対応し
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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

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、概ね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25日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


