
＊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 豊岡市立住吉屋歴史資料館 所在地 豊岡市竹野町竹野422番地

指定管理者名 いろりの会 担当部局 地域コミュニティ振興部文化振興課

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３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

・設管条例第３条第１項各号に規定する事業に係る業務
・住吉屋の使用およびその制限に関する業務
・住吉屋の維持管理に関する業務

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 88 13 30 97 -

総利用件数 4,461 4,495 3,923 6,085 5,500

487 404 574

350

伝承交流館等貸館利用 686 650

文化交流館・芸術交流館 360 256 192 417

 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

5,094 4,500伝承交流館見学 3,415 3,752 3,327

前年度繰越金 221 221 平成29年度決算繰越金

収
　
入

指定管理料 3,835 3,835 指定管理料

事業収入 55 101 観月会・灯篭流し他

その他収入

合計 (A) 4,207 4,297

96 140 会費収入等

705
水道光熱費292、燃料費71、機械警備221、
修繕費121

予備費 53

427 482
研修費49、消耗品費35、通信運搬費126、
広報費20、会議費75、その他177

事業費 247 179 灯篭流し・観月会・餅つき大会等

（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) 4,207 4,186

差引　(A)－(B) 111 令和元年度に繰越す

支
　
出

人件費 2,820 2,820 受付職員給与

事務費

施設維持管理費 660

上記のうち、使用料収入 80 69 49 99 103

（予定）

豊岡市の収入 (A) 415 409 167 305 312

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 3,875 3,875 3,876 3,835 3,871

豊岡市の支出 (B) 5,964 4,970 4,785 9,390 4,361

歳入歳出差引(A)-(B) △ 5,549 △ 4,561 △ 4,618 △ 9,085 △ 4,049

同、財政課所管修繕料 382 45



回 ～ 件

個所 ～ 件

幻想的な光景でとても美しかった。８月灯籠流し

重厚な化粧まわし・懐かしい写真に触れる
ことが出来て本当に良かった。

６月～８月「大相撲化粧まわし」の展示

 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 利用者との直接対話によってニーズの把握に努めている

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　年　月　日 　　　年　月　日

「憩いの土間」に接する母屋の廊下に間仕切りがない為、
とても寒い。

障子を設置し、寒さ対策を施す。

階段がとても登りにくくてしんどい。 現状で理解していただく様、説明する。

駐車場の駐車台数(2台)が少なすぎる。 現状で理解していただく様、説明する。

その他の方法
方法及び内容

「落書き帳」の設置、及び口頭等の申し出により利用者の
ニーズを把握する。

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

「ひな人形」並びに「五月人形」の展示 ３月～６月
立派な「ひな人形」「五月人形」にあ
えて良かった。

母屋から芸術交流館に繋がる「渡り廊下」の雨漏り対策を
早急にしてほしい。

関係課へ常に修繕の要望している旨を説明する。

 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

１月～２月

 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

地元小・中学生の来館
「始めて仲田先生の大きな作品を直接見た事、並びに建
物・庭に始めて入る事が出来て大変良かった。」との声
を多数頂く。

仲田光成先生作品展示替え ９月
絵のような素晴らしい「かな書」である。一般人には作
品の字が全く読めないので、皇室の学習のレベル高さに
驚かせる。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

徹底した電気使用量の削減に努める。
前年度と比較して304kwh(対前年度対比約3.5％)の
削減となる。

消耗品費使用の削減に努める。
前年度と比較して25,000円(対前年度対比約42％)
の削減となる。

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

■ 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

要修繕箇所の確認、各種要望の聞き取り 修繕については適宜実施するよう指示。

実施していない場合の理由

　住吉屋歴史資料館の存在は知られていても、まだ来館されていない多くの市民の方々がおられるので、あら
ゆる機会を利用して、かな書道並びに歴史の素晴らしさに触れていただける様に取り組んでいきたい。
  また、施設の利用率向上の為に、竹野町出身者の芸術作品の展示、そして地元小・中学生が来館出来るよう
な催し物開催に努めていきたい。
　更に「自由帳(落書帳）」を備え付け、来館者の忌憚のない意見を述べて頂き、運営の参考にしていきた
い。

 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30年４月13日

職員配置等
□ 適正である ■ 概ね適正である 概ね適正であるが、稀に電話が繋がら

ないことがあるため、課題がある場合
は所管課に相談されたい。□ 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

関係法令等の違反は見当たらない。
□ 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 多くの事業実施に努めており、集客増

に繋がったことは評価できる。今後も
継続した取組みを期待する。□ 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 常に美しい状況を保つよう努めてい
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 多くの事業を実施し、施設の利活用に
努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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 丁寧な応対と利用者との対話による
ニーズの把握に努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

情報公開への対応
■ 適正である □ 概ね適正である 情報公開への備えに不備は見当たらな

い。□ 改善が必要

個人情報の保護
■ 適正である □ 概ね適正である

個人情報は適正に保護されている。
□ 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 適正に処理されているが、施設会計と
団体会計が重なっている箇所が見受け
られる。今後考え方の整理を要する。□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である □ 概ね適正である 緊急事態の発生に備え、今後も避難訓

練の実施等に努められたい。□ 改善が必要


