
＊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 豊岡市立市民体育館 所在地 豊岡市大磯町１－７５他

指定管理者名 豊岡体育協会 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

自主事業の実施

 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

Ｒ元年
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

内免除利用分 2,945 2,633 2,015 4,133 3,657

総利用件数(2施設) 91,546 80,043 80,334 79,777 81,950

内減額利用分 44,080 31,404 34,092 34,957 35,250

18,715市民アリーナ 22,862 17,639 19,382 18,755

 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

収
　
入

指定管理料 2,780 2,780 指定管理料

利用料金 1,380 1,345 利用料金

その他収入

合計 (A) 4,170 4,125

10 学校開放等

1,794
水道光熱費1,011、修繕費224、委託料456
その他103

232 62 消耗品費23、通信費14、その他25

事業費 5 2 自主事業2

（単位：千円）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元年

合計 (B) 3,557 3,482

差引　(A)－(B) 613 643

支
　
出

人件費 1,450 1,624 給料1,442、諸手当8、社会保険料174

事務費

施設維持管理費 1,870

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 18 18 18 18 18

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 2,780 2,780 2,780 2,780 2,806

豊岡市の支出 (B) 2,818 5,090 2,817 2,818 2,844

歳入歳出差引(A)-(B) △ 2,800 △ 5,072 △ 2,799 △ 2,800 △ 2,826

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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

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

2 Ｈ３０年４月１日 Ｈ３１年３月３１日 7

市民体育館のトイレの入り口を男女別にしてほしい。
建物の構造上改修困難との説明をして了解を得
た。

市民体育館の夏非常に暑いので大型扇風機の設置要望 令和元年の予算等より検討する。

その他の方法
方法及び内容 窓口、及び電話連絡等による管理者及び市への要望

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

８月１４日・１５日は体育館の無料開放 毎年利用あり 継続して行ってください。

既利用団体に予約内容を連絡更なる利用
を推進

少しづつ利用あり 夜の利用を検討する。

 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

電気等のこまめな消灯により水道光熱費の節減 経費の削減（対前年度比19.0％減）

施設設備の修繕

□ 適正

老朽化による全体的な修繕が必要□ 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
破損個所等の定期的な施設確認と修繕
緞帳の交換の依頼あり

実施していない場合の理由

自主事業等の要望・意見への対応はしているが利用実績は文化系の利用実績の日数等減少の傾向にあります。
今後は利用される団体に空き状況を早急に連絡し、更なる利用促進に努めます。ホームページの利用を推進し
予約状況の早期確認を促し、利用増加に努力します。また大学等の夏季合宿の情報等ホテル・旅館等より入手
し獲得に努める。利用者ニーズのうち、即時対応が可能なものには対応ができている点では高評価を受けてお
り、今後も迅速な対応に努めます。

 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 令和元年５月23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なされ、業務

は概ね円滑に遂行されている（ただし、施設に
常駐していないため、緊急時には総合体育館か
ら駆け付けることとなる）。■ 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

適正に行われている。□ 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

ホームページの開設や無料開放による利用
者数の増加に向けた取組みを行なっている
（無料開放に係る検証は行われていないた
め、効果検証を行うよう指示した）。

□ 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 指定管理者により早期に破損個所等を
発見し、リスク分担内での修繕対応な
ど、適正な維持管理が必要。■ 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
を心掛けている。□ 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 利用者からの要望等には、適宜対応してい
るが、費用を伴うものは検討中。費用に
よってはリスク分担により対応が可能。■ 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

個人情報は適切に管理されている。
□ 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、ＡＥＤ講習の受講等により、適切
に対応している。□ 改善が必要



＊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) △ 10,764 △ 11,215 △ 13,386 △ 9,143 △ 9,109

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 10,324 9,464 9,715 8,415 8,493

豊岡市の支出 (B) 10,803 11,254 13,425 9,182 9,148

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 39 39 39 39 39

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元年

合計 (B) 17,918 17,618

差引　(A)－(B) △ 613 △ 609

支
　
出

人件費 6,470 6,496 給料5,768、諸手当31、社会保険料697

事務費

施設維持管理費 7,805 7,129
水道光熱費4,017、修繕費890、委託料1,814
その他408

繰越金 2,705 2,705

928 1,282 消耗品費472、通信費287、その他523

事業費 10 6 自主事業6

繰越金 2,705 2,705

収
　
入

指定管理料 8,415 8,415 指定管理料

利用料金 5,645 5,334 利用料金

その他収入

合計 (A) 17,305 17,009

540 555 学校開放等

 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

349 355ミーティング室 289 302 307

60,850

会議室 2,620 2,030

総合アリーナ 65,775 60,682 58,776 58,505

内減額利用分 44,080 31,404 34,092 34,957

1,420 1,869 2,168

35,250

内免除利用分 2,945 2,633 2,015 4,133 3,657

総利用件数(2施設) 91,546 80,043 80,334 79,777 81,950

Ｒ元年
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

業務内容

施設の管理運営等

自主事業の実施

 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 豊岡市立総合体育館 所在地 豊岡市大磯町１－７５他

指定管理者名 豊岡体育協会 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正
総合体育館男子シャワー室の配管及び器具の改修、駐車場のラインの整備
等

□ 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

電気等のこまめな消灯により水道光熱費の節減 経費の削減（対前年度比19.0％減）

 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

８月１４日・１５日は体育館の無料開放 毎年利用あり 継続して行ってください。

既利用団体に予約内容を連絡更なる利用
を推進

少しづつ利用あり 夜の利用を検討する。

 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

総合体育館和式便器を洋式に改修要望 スペース等のこともあり豊岡市に要望している。

その他の方法
方法及び内容 窓口、及び電話連絡等による管理者及び市への要望

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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

2 Ｈ３０年４月１日 Ｈ３１年３月３１日 7

総合体育館アリーナ天井雨漏りする。 豊岡市と協議している、応急処置をし毎週確認。

 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、ＡＥＤ講習の受講等により、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

個人情報は適切に管理されている。
□ 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 利用者に対して親切・丁寧なサービス
を心掛けている。□ 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 利用者からの要望等には、適宜対応してい
るが、費用を伴うものは検討中。費用に
よってはリスク分担により対応が可能。■ 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

ホームページの開設や無料開放による利用
者数の増加に向けた取組みを行なっている
（無料開放に係る検証は行われていないた
め、効果検証を行うよう指示した）。

□ 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 指定管理者により早期に破損個所等を
発見し、リスク分担内での修繕対応な
ど、適正な維持管理が必要。■ 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なさ

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

適正に行われている。□ 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
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
雨漏りなど破損個所等の定期的な施設確認と修繕
水銀灯の確保を依頼

実施していない場合の理由

自主事業等の要望・意見への対応はしているが利用実績は文化系の利用実績の日数等減少の傾向にあります。
今後は利用される団体に空き状況を早急に連絡し、更なる利用促進に努めます。ホームページの利用を推進し
予約状況の早期確認を促し、利用増加に努力します。また大学等の夏季合宿の情報等ホテル・旅館等より入手
し獲得に努める。利用者ニーズのうち、即時対応が可能なものには対応ができている点では高評価を受けてお
り、今後も迅速な対応に努めます。

 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 令和元年５月23日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


