
＊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 豊岡市但東町出合４３３－１

指定管理者名 担当部局

豊岡市立但東健康福祉センター

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

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 8,431 8,667 5,047 6,510

総利用件数 8,925 9,105 5,617 6,783 7,000

内減額利用分 494 438 570 273

1,665 1,381 1,420交流促進室 1,572

トレーニング室 2,860 3,105 2,097 2,141

 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

ボランティア推進室 533 599 167 174

利
用
状
況
内
訳

1,501

農林産品制作室 1,628 1,375

研修室 1,680 1,745 1,223

143 912

収
　
入

指定管理料 8,051 8,051

利用料金

その他収入

合計 (A) 8,051 8,051

6,848
消耗器具備品費38、水道光熱費4,812、車輛費47、修繕
費58、業務委託費522、保守料1,354、賃借料17

150 福利厚生費4、消耗器具備品費37、通信運搬費77、租税公課4、教養娯楽費28

事業費 6,821

（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) 8,051 8,228

差引　(A)－(B) △ 177

支
　
出

人件費 1,230 1,230

事務費

施設維持管理費

上記のうち、使用料収入 530 534 558 655 697

（予定）

豊岡市の収入 (A) 4,008 3,392 3,944 3,478 2,959

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 10,559 10,146 9,051 8,051 8,798

豊岡市の支出 (B) 11,015 11,333 9,338 11,865 10,860

歳入歳出差引(A)-(B) △ 7,007 △ 7,941 △ 5,394 △ 8,387 △ 7,901

同、財政課所管修繕料



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

1 H３１年３月１日 H３１年３月２６日 3

実施していない場合の理由

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 窓口・電話連絡等による管理者へ直接要望

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

センター周りの草取り、枯れ葉処理等の
清掃

通年
手入れが良くしてあり、とても綺麗で
す。

玄関にお正月などのお花を飾る 主に1月
ボランティアの好意でお花を設置いた
だき、玄関にお花があることで季節感
を感じる。

 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

「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。

 ７　事故及び修繕の状況

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、不
要な照明や電気機器を使用せず、また休憩時間の節電等に
心がけ水道光熱費の削減に努めた。

経費の節減につながった。

施設設備の修繕

□ 適正 ①受電用キュービクル部品交換、設備更新、
②エレベーター部品交換（9ヶ所）、主ロープ取り替え
③停電時自動着床用バッテリー、停電灯バッテリー
④エアコン修理(3ヶ所･･･冷媒漏れ、圧縮機の異常音、スターター部品交
換）
⑤非常用発電設備の部品交換

※既に市に予算要求済み

□ 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

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


