
＊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) 0 △ 22 △ 216 △ 23 △ 2,000

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料

豊岡市の支出 (B) 22 216 23 2,000

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）

（単位：千円）

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１

合計 (B) 14,000 14,840

差引　(A)－(B) 1,000 △ 1,118

支
　
出

人件費 7,000 7,362 社員給与6462、役員給与480、福利厚生420

事務費

施設維持管理費 2,000 1,778
水道光熱費1338、衛生費183、備品費62、減価償却
費195

2,000 2,609 事務費758、支払手数料1468、消耗品383

事業費 3,000 3,091
広告宣伝費609、発送運賃1142、通信費165、リー
ス料270、その他905

雑収入

収
　
入

指定管理料 0

利用料金

その他収入

合計 (A) 15,000 13,722

15,000 13,722 自主事業売上利益

 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

5,423 5,850通信販売（18％） 7,424 6,705 6,704

21,775

飲食利用（15％） 6,186 4,875

物品販売（67％） 27,632 24,956 24,953 20,185

金額ベース 41,242 37,248 37,244 30,127

5,587 5,587 4,519

32,500

一人当1000円 （単位：千円）

総利用件数 41,242 37,248 37,244 30,127 32,500

Ｒ１
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

業務内容

豊岡市の地場産品の販売、飲食の提供

環境と経済が両立する活動の推進、観光施設の情報提供、観光情報の提供

地域の交流活動の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成29年4月1日から令和4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 豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」 所在地 豊岡市祥雲寺14-2

指定管理者名 コウノトリ羽ばたく会株式会社 担当部局 コウノトリ共生部コウノトリ共生課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正
前年より持ち越した周辺の河川工事による本舗床面のひび割れの修理は、
工事が継続中のため、修理に至っていない。

□ 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

経費削減　人員5人から4人体制へ　従業員独自のﾏﾆｭｱﾙ・
月曜日定休日。

月曜日定休日により、経費削減は出てきてる。

業務改善　人員4人体制の中、業務内容等を見直しをし、4
人がどのような業務でも、できるようにﾏﾆｱﾙ化。

ﾏﾆｭｱﾙ化したことにより、従業員のレベルUP。

雑誌掲載　ﾏｯﾌﾟﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ・ことりっぷ・
妊活たまごｸﾗﾌﾞ等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの販売主に増えてる

 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

ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ・HP・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸでの情報発信 効果は徐々に見えてきてる

毎年JAF・但馬ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ・たじまわる・ば
す旅ひょうご優待施設取組

物販・飲料等効果有

半額券の配布 効果大 とても喜ばれる。

郷公園周辺施設　昼食時別ﾒﾆｭｰ実施
ｺｳﾉﾄﾘ育むお米の提供・効果

大
温かいご飯・安価で、もう少し特別ﾒ
ﾆｭｰの値段上げてもいいかも・・・

 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

特定の商品に対してのｺﾒﾝﾄ若干有。（ｺｳﾉﾄﾘｷﾃｨｽﾄﾗｯﾌﾟ）
子宝ｸﾞｯｽﾞのｺﾒﾝﾄがほとんど。今後もｺﾒﾝﾄに応えた
商品をラインナップしていく。

その他の方法
方法及び内容 会社のHP・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ等で、随時把握

実施日・回数等 年中･若干（HPにて記載）

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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等からの店舗等のｺﾒﾝﾄはなし。 店舗等のｺﾒﾝﾄが記載されれば、早急に対応する。

 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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由



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 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

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 来場者の期待に応じた本舗独自の商品の提

供、飲食の提供をめざし、交流スペースの
活用、地域交流の機能強化を進めてゆく。□ 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

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

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
修繕の実施

実施していない場合の理由

コウノトリ郷公園への来場者が23万人前後と低めに推移する中、小中学生の研修が増加して人数は横ばいだ
が、本舗で買い物をされる大人の比率（買い回り率）が低下してきている。顧客からみて魅力的な店舗を目指
して、環境と経済が共鳴する豊岡独自の産品の発信拠点として、秋には店舗改装を実施する予定である。また
ネットでの販売は増加傾向にあり、今後も拡大が期待できると考え、努力を重ねてゆく。

 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

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


