
(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

＊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

＊本欄は所管部署が記入してください。 ＊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。

2017年４月１日から2022年３月31日

 ■ 有     □ 無

選定方法

利用料金制度

■ 公募     □ 非公募　　

 ■ 採用     □ 不採用

施設の管理運営など
自主事業の実施

2020年度

 ２　管理に係る経費の収支状況 （単位：千円）

区　　分 予　算 決　算 決算内訳

利
用
状
況
内
訳

業務内容

 １　施設の利用状況

指定期間

指定管理料

年度 2016年度 2017年度 2018年度

総利用件数

内免除利用分

内減額利用分

こうのとり球場

陸上競技場

テニスコート

33,793 31,670 32,250 37,475 33,975

件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

指定管理者管理運営状況シート

施設名

指定管理者名

豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 所在地 豊岡市戸牧359番地

豊岡体育協会 担当部局 コミュニティ振興部　スポーツ振興課

2019年度

16,233

12,373 10,636 11,588

1,584 1,031 2,241 1,296 1,095

14,575 13,632

12,961 14,133 14,691 17,738

5,375 6,097 17,359

6,484 5,784

12,432

5,271 15,759

16,149 15,659

0 0

収
　
入

指定管理料 12,233 12,233 指定管理料

利用料金 2,880 3,000 利用料金

その他収入

合計 (A) 15,123 15,235

10 2 雑収入

6,092
水道光熱費2,682・消耗品500・燃料費85・修繕費
2,325・保守点検費240・委託料等260

1,208 813 消耗品39・通信費260・租税公課340・手数料等175

事業費 15 0

（単位：千円）

年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

合計 (B) 14,688 15,099

差引　(A)－(B) 435 136

支
　
出

人件費 8,470 8,194 給料7,228・諸手当928・社会保険料38

事務費

施設維持管理費 4,995

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 16,363 378 228 196 46,993

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 13,287 12,620 12,120 12,233 12,344

豊岡市の支出 (B) 123,541 61,773 13,566 27,382 89,647

歳入歳出差引(A)-(B) △ 107,178 △ 61,395 △ 13,338 △ 27,186 △ 42,654

同、財政課所管修繕料



回 ～ 件

個所 ～ 件

□

■

□

■

■ 適正

□ 概ね適正

□ 改善が必要

施設設備の修繕
陸上競技場パラソル及び土台取替、こうのとり球場スクリーンマット取
替、陸上競技場ワイヤレスマイク取替等

陸上競技場の記録席のパラソル及び土台の破損 修理不能につき取替

その他の方法
方法及び内容 窓口、電話連絡等による管理者および市への直接要望

実施日・回数等

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

 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

取組内容 効果等

 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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

こうのとり球場、スコアボード修理 セイコータイムシステムにより修理

陸上競技場のワイヤレスマイクが壊れている 部品等がないため取替

こうのとり球場、野球場のスクリーンマット破損 新しいものに取替

平日午後の利用増のため豊岡グラウンド
ゴルフ協会と連携し利用増に努める

少しづつ利用あり
女性の方はボールが転がらないと不評
であるが、男性は大会を希望します。

８月14日、15日はスポーツセンター無料
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し更なる利
用促進

少しづつ利用あり 夜の利用を検討する

利用者の事故

施設設備の事故

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

人件費及び事務費の削減ができました。
人件費も事務費も効率的な人員配置等により予算
内達成となりました

 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）

発生

不発生

発生

不発生



 ９　施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

単年度で見ると修繕費が増加しているが、利用者も増加しており今後の継続的な経営には問題がないと考え
る。

再委託の内容は、事前に市の承認を得ており、適切である。
□ 課題含 □ 要改善

□ 課題含 □ 要改善

 １１　施設所管課による管理業務評価（実地調査の結果を反映）

項目 評価 説明

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。□ 課題含 □ 要改善

■ 良好
関係書類は適切に記録、保管されている。

□ 課題含 □ 要改善

■ 良好 協定書に従い、開館日・開館時間は遵守されている。また、事故な
ど緊急時の対策マニュアルも整備され適切に運用されている。□ 課題含 □ 要改善

実施年月日 2020年5月21日

 ８　指定管理者による自己評価（今後の方針・改善点・経営状況など）

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
リスク分担についての再確認

実施していない場合の理由

自主事業の要望・意見への対応により、利用実績は少し増加した。さらに増加させるため、ホームページにて
陸上競技場の全天候化、こうのとり球場の人工芝の様子を積極的に紹介し利用増をはかる。特に、こうのとり
球場の平日の午後の利用増を目指します。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。

 １０　施設所管課による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

個人情報の保護

情報公開への対応

緊急時の対応

優良＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。良好＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準に沿った管理内容である。

課題含＝協定書・仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。要改善＝協定書・仕様書等の水準に達せず、改善の必要な管理内容である。

法令等の遵守

再委託の状況

職員配置の状況

管理記録の状況

施設管理の状況

維持管理業務の実
施状況

事業の実施状況

利用者対応及び
ニーズの把握・対
応

サービス向上への
取組

■ 良好
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。

□ 課題含 □ 要改善

■ 良好

経理事務の実施状
況

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。■ 課題含 □ 要改善

□ 優良 ■ 良好

■ 良好
適切に処理されている。

□ 課題含 □ 要改善

■ 良好
個人情報は適切に管理されている。

□ 課題含 □ 要改善

■ 良好
情報公開に適切に対応できる準備が整っている。

□ 課題含 □ 要改善

■ 良好 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。□ 課題含 □ 要改善

□ 優良 ■ 良好 利用者からの要望等には、適宜対応している。修繕に係る部分はリ
スク分担の範囲で対応するよう指示。□ 課題含 □ 要改善

□ 優良 ■ 良好
利用者に対して親切・丁寧なサービスを心掛けている。

□ 課題含 □ 要改善

□ 優良 □ 良好

■ 良好 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。


