
＊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 豊岡市立出石明治館 所在地 豊岡市出石町魚屋50番地

指定管理者名 出石ライオンズクラブ 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

・設管条例第３条第１項各号に規定する事業に係る業務
・明治館の使用およびその制限に関する業務
・明治館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 615 559 693 670 -

総利用件数 5,789 4,415 3,983 3,951 5,000

内減額利用分 2,872 1,869 1,913 2,036 -

5,000入館者 5,789 4,415 3,983 3,951

 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

補填金 210 210 ライオンズクラブより

収
　
入

指定管理料 2,250 2,250

利用料金収入 440 290 入館料265、使用料25

その他収入

合計 (A) 2,910 2,754

10 4 書籍販売手数料等

857
光熱水費463、除雪費26、設備費71、電話料
42、機械警備179

20 11 消耗品、事務用品

事業費 70 14 パンフレット作成39、その他4

（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) 2,910 2,866

差引　(A)－(B) △ 112

支
　
出

人件費 1,900 1,984 事務員・パート給与

事務費

施設維持管理費 920

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 2,099 2,099 2,100 2,250 2,217

豊岡市の支出 (B) 2,113 2,159 2,435 2,264 2,231

歳入歳出差引(A)-(B) △ 2,113 △ 2,159 △ 2,435 △ 2,264 △ 2,231

同、財政課所管修繕料 322



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 その他の方法による

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 　　　年　月　日 　　　年　月　日

歴史が学べる施設である 出石の歴史紹介DVD映像を映している

古い建物が残っている 鳥瞰マップで出石伝建地区の説明をしている

英字パンフレットの要望 検討中

その他の方法
方法及び内容 意見・感想ノートの設置

実施日・回数等 通年

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

町内小・中学校・高等学校へ施設利用の
案内を行なっている

郊外学習・PTA活動での活用
に綱がっている

出石町出身の偉人、歴史、文化につい
て学べる

企画展示
ミズアオイの保護活動写真
展示

谷山川ミズアオイや保護活動の周知と
なる

 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

出石の歴史・ふるさと教育・体験建物としての役割を果た
せるように啓発等に努めている

学校の校外学習や学Pなどでの施設利用につながっ
ている

修繕箇所について検討し、修繕を実施する 施設の利用向上につながる

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

施設の要修繕箇所について、建築業者を伴い確認を
行った。その他、通常業務中の不具合等を口頭確認
した。

応急修繕が必要な箇所については早急に見積
を徴し修繕を実施するよう指示した。

実施していない場合の理由

入館者数増をめざして特別委員会（明治館管理委員会）を開催し、明治館活用について協議し、ＰＲ活動に努
めている

 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８月21日

職員配置等
■ 適正である □ 概ね適正である

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 事業の実施に努めている。今後も広く

市民が参加できる事業の開催を期待す
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 所管課への連絡も迅速で、館内が常に
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
親切丁寧な応対に心がけている。

□ 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 丁寧な応対と意見箱や感想ノートの設
置により、利用者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 今後も避難訓練の実施など、緊急事態

への対応に備えられたい。□ 改善が必要


