
＊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。

（単位：人）

指定期間 　H30年4月1日からR5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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地 所在地 豊岡市城崎町今津1362

指定管理者名 コウノトリ湿地ネット 担当部局 コウノトリ共生部　コウノトリ共生課　コウノトリ共生係

総利用件数 7,144 7,243 10,000

 □ 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

業務内容

１．コウノトリ野生復帰についての普及啓発する。

２．湿地の生物状況をより良好にするべく考察しながら、湿地を管理する。

３．環境教育を推進し、研究活動を支援する。

 １　施設の利用状況

7,243

内減額利用分

166,632 144,016

内免除利用分

 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

217 250ボランティア数 314

10,000

環境協力金 160,000

来館者 7,144

収
　
入

指定管理料 8,396 8,396 指定管理料

利用料金

その他収入

合計 (A) 8,396 8,399

3 前期繰越金(3)・預金利息(0)

4,156
光熱費（339）燃料費（88）修繕費（356）通信費（106）手数料（1,363）保険料
（46）委託料（932）負担金（46）借上料（614）備品（79）印刷製本（43）旅費
（77）その他（67）

300 315 湿地資材道具（154）事務、衛生用品（161）

事業費 120 257
早朝観察会(0)・甦れハチゴロウ懇話会（0）・ハチゴロウの戸
島湿地まつり（233）・外来種駆除（24）

（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) 8,396 8,391

差引　(A)－(B) 0 8

支
　
出

人件費 3,677 3,663 賃金3,115 交通費256 社会保険292

事務費

施設維持管理費 4,299

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A)

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 4,918 4,920 4,920 8,396 8,474

豊岡市の支出 (B) 7,799 5,583 5,541 8,552 8,580

歳入歳出差引(A)-(B) △ 7,799 △ 5,583 △ 5,541 △ 8,552 △ 8,580

同、財政課所管修繕料

281

179,241

9,887

9,887

238

171,900

8,232

8,232



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 2018年4月1日 2018年7月31日 138

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

戸島ペアの繁殖状況を説明する質問、意見が出るのは主に生物に関してである。当該施設
が生物多様性を基本にしていることから、理解に関する意
見はほとんど聞かれない。 ヘラサギなど希少鳥類の飛来状況を説明する

その他の方法
方法及び内容 ホームページでコメントを受け付けている

実施日・回数等 常時　6件

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

HPをリニューアルし（6月）、日常的に
発信している。

戸島ペアの様子がよくわかる

早朝観察会は市内の方が多い

 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

コウノトリのヒナ巣立ち時期には、HP,
チラシ等で呼び掛け、早朝から開設して
観察会を行っている。

日々の出来事を積極的に発
信している。

生徒の皆さんの感想文が届く

 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

小学校等の環境学習の場に活用されるよ
う、PRしている。

市内の小学校は７校となった。一度来られると、継続されるようだ。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

暖房器具は16時30分には切るよう、心掛けている。 電気料金は減っていないが、ペレット使用料は削
減できている

草刈り機の刃は、研いで再利用している。 数年間、新規購入していない。

施設設備の修繕

□ 適正

駐車場のフェンスが傾き修繕が必要と感じている□ 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



 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
市民要望及び管理者要望の確認

修繕の実施
管理運営上の助言

実施していない場合の理由

コウノトリの生環境創出・維持管理が目的の施設なので、開設当初から10年間コウノトリの繁殖が実際に継続
していることは、適正な管理ができているものと考えている。今後は、集積してきた知見を市内に広く活用で
きるよう交流を図っていきたい。動植物が相手なので繁殖・繁茂期の勢いはすさまじく、人間の予想が当ては
まらないことも多い。そのため、管理者に専門知識だけでなく、即応力が求められるが、年数の経過とともに
両方とも積み重なってきたように思う。

 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 3月（年度末）

職員配置等
□ 適正である　 ■ 概ね適正である 仕様書等に定められた人員配置がさ

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 ハチゴロウの戸島湿地まつり、早朝観

察会は例年通り。外来種駆除は予想を
上回る成果が出た。□  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 明るい挨拶、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
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・非常持ち出し袋常備により、適切
に対応している。□ 改善が必要


