
＊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 北但広域療育センター 所在地 兵庫県豊岡市戸牧１０２９－１１

指定管理者名 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 担当部局 健康福祉部社会福祉課障害福祉係

業務内容

 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

北但広域療育センターの管理運営等

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

総利用件数 8,851 8,547 8,251 9,160 10,420

内減額利用分

1,394 1,324 1,034

1,680

3,700
障害児（者）通所支援事業
「トゥモロー」 1,397 1,440

児童発達支援センター
「すまいる」 3,489 3,619 3,617 2,947

 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

3,511 3,600
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ「らみい」

相談支援事業「ぴあほくた
ん」 3,965 3,534 3,310

1,668

収
　
入

指定管理料 42,860 42,860 指定管理料

利用料金 86,519 77,358 給付費及び利用料金

その他収入

合計 (A) 129,779 121,000

400 782 補助金他

8,637 修繕料113、保守料83、積立金8,441

5,900 5,331
消耗品費1,774、通信費952、印刷費504、
旅費142、福利厚生費460、OA機器等ﾘｰｽ料
396、手数料225、研修費485、他393

事業費 9,259 7,880
水道光熱費2,207、ｶﾞｿﾘﾝ代494、給食費328、
保険料135、業務委託料2,148、車両リース料
2,100、備品費416、他52

（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) 129,779 121,000

差引　(A)－(B) 0 0

支
　
出

人件費 113,200 99,152 給料55,715、諸手当30,628、社会保険料12,809

事務費

施設維持管理費 1,420

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 10,017 7,838 12,220 10,889 9,865

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 38,237 38,237 38,237 42,860 43,256

豊岡市の支出 (B) 38,640 38,441 55,091 43,357 44,790

歳入歳出差引(A)-(B) △ 28,623 △ 30,603 △ 42,871 △ 32,468 △ 34,925
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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 平成30年4月1日 　平成31年3月31日 93

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

1 平成30年4月1日 　平成31年3月31日 0

らみい駐車場の環境改善
奈佐コミュニティセンター駐車場の半分、大谷地
区駐車場を借りすることで対応。

その他の方法
方法及び内容 代表保護者会、合同保護者会

実施日・回数等 9/30、3/4、3/27

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

理学療法士、作業療法士の研修参加や重心児者へ
のコミュニケーション機器のよる支援

森ノ宮医療大学小林氏を講師に迎
え、研修会を実施。視線入力装置
を購入し使用開始

本人・保護者が一緒に研修会へ参加することで
講師より個別のアドバイスを受けることがで
き、充実した研修だったとのこと。

出石特別支援学校への送迎の開始 毎週水曜日の送迎を実施。 送迎により利用が可能となり、喜ばれた。

 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

児童発達・放課後等デイ利用者アンケートを実施
アンケート結果を各部署にて共
有、改善策を検討

アンケートを実施することで様々なご意見をい
ただいた。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

各事業の業務マニュアルを順次整備
トゥモロー、ぴあほくたんの業務マニュアルを整備しサービ
スの標準化を図った。

保育所等訪問支援事業のパンフレットを作成し周知
保育所等訪問支援の内容についてより周知することができ
た。

ノー残業デイの実施
週1回ノー残業デイを周知することでワークライフバランスの
改善、経費節減を図った。

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 1件あり。療育時間中、利用児間で遊具の取り合いとなり、1人がピアノの角で怪我をし

た。事故後、けがの要因となる部屋内の角にクッションを張り付ける、ピアノの移動など
の対応を行った。□ 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

施設管理等に関する項目
施設運営等に関する項目
経理に関する項目など

概ね適正に管理されているが、有資格者の職員配
置については改善を要するため、直ちに対応をも
とめた。

実施していない場合の理由

今年度、児童発達支援センター「すまいる」は、支援の質の向上を図るとともに、児童発達支援の定員枠を10名から20
名へ広げることでさらなる受け入れ拡大を目指した。しかしながら、周知不足や新規事業所の参入、また相談支援事業
所の計画作成が追い付かず利用開始まで長期間待機となってしまうなど、様々な要因が重なったことで、昨年度に比べ
すまいる利用率が低迷しました。次年度に向けて今年度の状況を整理分析するとともに、アンケートの結果を踏まえな
がら、地域のニーズに応えていくことで利用率の向上を目指していく。
また、3月の指定管理者制度導入施設実地調査にて指摘を受けた相談支援事業の職員配置については、随時職員募集を行
い職員数を確保するとともに、有資格者増のため相談支援専門員初任者研修へ複数人申し込みを行う。

 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７日

職員配置等
□ 適正である　 □ 概ね適正である 相談支援業務について、職員募集が行われ

ているが、仕様書に則った有資格者の職員
配置ができていなかった。■  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

関係法令を順守されている。
□ 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

児童発達支援や放課後等デイサービス等の
事業を実施し、早期の療育に努めている。

□ 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・丁寧な対応を心がけ
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
アンケートや保護者会等によりニーズを把
握している。

□ 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
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

連絡網の整備等により、適切に対応してい
る。

□ 改善が必要


