
＊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 神美台スポーツ公園 所在地 豊岡市神美台157-40

指定管理者名 神美台管理組合 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課

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

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 15,587 14,171 14,117 12,801 13,000

内減額利用分

283 189 85

12,900

研修室・会議室 235 100

テニスコート 15,352 13,888 13,928 12,716

 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

前年度繰越金 1,629 1,629

収
　
入

指定管理料 6,380 6,380

利用料金

その他収入

合計 (A) 8,010 8,009

1

3,332
需用費2,448、委託料822、テレビ視聴料15、保険
料47

予備費 1,265

200 120 役務費

事業費

（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) 8,010 5,896

差引　(A)－(B) 2,113

支
　
出

人件費 2,600 2,444 管理人給料2,374、公園管理手当70

事務費

施設維持管理費 3,945

上記のうち、使用料収入 2,800 2,616 2,578 2,451 2,578

（予定）

豊岡市の収入 (A) 2,898 2,716 2,629 2,548 22,674

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 6,848 6,801 5,841 6,380 6,440

豊岡市の支出 (B) 6,869 10,077 11,250 8,718 70,148

歳入歳出差引(A)-(B) △ 3,971 △ 7,361 △ 8,621 △ 6,170 △ 47,474

同、財政課所管修繕料 102 327

別紙４



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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 直接、窓口や電話での連絡がある。

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

大会時に駐車場が満車になり路上駐車がある。
史料館の敷地の一部を開放するとともに近くの企
業先の駐車場をお願いするときもある。

その他の方法
方法及び内容 直接、窓口や電話での連絡

実施日・回数等 都度対応しているが、記録なし

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

清掃作業等環境整備に努めている 随時

収益の向上を図るため、合宿へのＰＲに
努めている

随時

 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

常に経費節減を図っている 電気：2,270千円（H20）⇒1,181千円（H30）
　　【効率化】192％

施設設備の修繕

□ 適正 ・ナイター照明器具の故障（特に安定器）が多い
・観覧席のフェンスのポールの根元が腐食し危険（都度修理）
・空調設備が老朽化により一部使用不可
・冬場「イノシシ」等がコート内に侵入し人工芝を傷つける可能性が有る。（ナ
イター利用者に注意喚起のハリガミ（表示）をしている。）

□ 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

管理運営上の助言
市民要望の把握依頼
本年度大規模改修に係る協力を依頼
前年度指摘事項への対応

実施していない場合の理由

・利用者の増加を図るため、旅行会社等（エクセルトラベル）を通じて大学等の合宿の依頼を行ってきたが、
宿泊施設が少ないため、なかなか成果が上がらなかった。

 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 令和元年５月20日

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てい

るが、緊急時等の業務遂行に不安がある(職
員の負担軽減のため２人体制としている)。□ 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 ナイター照明の不具合による利用者対

応や修繕計画等適時適切な対応を行っ
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 各設備の保守点検や・破損箇所等の早
期発見による修繕対応など適正に維持
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(名札着用を
指導)。□ 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。パ

ソコンデータは昨年の指導により暗証
番号を付与。改善が行われている。□ 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ＡＥＤ講習の

受講等により、適切に対応している。□ 改善が必要


