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別紙１　管理業務の実施状況

　（１） 指定管理対象施設の施設、設備及び器具の維持管理に関すること

　　①施設等の保守点検、補修及び清掃

　　　・各保守点検業務を委託して実施した

自動扉保守点検業務 年２回 　　消防設備点検業務 年２回

空調機器保守点検業務 年４回 　　地下タンク埋設配管定期点検業務 年１回

　　　・修繕業務を委託して実施した

地下タンクマンホールパッキン交換 展示・談話ホール壁修繕工事

女性用給湯ボイラー排水管修繕

　　　・職員による補修

男子トイレ半自動扉の補修 体育館カーテン開閉不具合修繕

各室ブラインド昇降ヒモ交換 駐車場白線の補修

　　　・施設、設備及び器具の維持管理

車椅子車専用駐車スペースに車椅子マークを塗装し、分かりやすくした。

玄関脇花壇は真砂土で植物が育たないため、景観を考えバラスを敷いた。

硬式テニスのネットを、怪我の危険のないロープタイプのものに変更した。

　　　・清掃業務を委託して実施した

清掃業務（日常清掃・ガラス清掃）　　日常清掃　週１回 ・窓ガラス清掃　年２回

 　〃　 （ワックス清掃） 　　年４回

　　　・職員による清掃

建物及び敷地内の日常清掃、樹木管理、除草作業

１階部分の屋根を清掃し、溜まっていた土砂をユニックで下ろした。

　　②施設等の警備

　　　・警備業務を委託して実施した

警備業務（機械警備） 　　平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

　　③施設等の設備及び機械の操作

　　　・機械の操作

利用者の申込状況及びその日の気温により、空調機器の操作を行なった。

　　①許可申請書の受付及び許可書の交付と各種届書の受付

　　　・適正に処理している。

　　②利用料金の徴収、減額、免除及び還付

　　　・適正に処理している。

　　③利用者の応接

　　　・待ち時間を少なくし、誠意を持って対応することを心がけている。

　　　・応接で気づいた事、問題点などはその都度他の職員にも伝え話し合い、共通認識を

　　　　持って対応している。

　（２） 指定管理対象施設の施設等の利用許可に関すること



　　　・申請書の受付の際に、注意事項や当日の申請状況をふまえ、利用目的に合わせた情報

　　　　を提供し、混乱を未然に防ぐよう努めている。

　　　・利用者から寄せられる要望、各種器具の不具合等は速やかに対処をし、安心快適に

　　　　施設を利用していただけるように努めている。

　　　・気軽に空き状況の確認ができるよう、受付に申込状況の一覧表を設置している。

　　　・熱中症予防のために体育館で使用する扇風機は、家庭用では効果が低いため工業用に

　　　　変更した。

　　　・受付横に設置してあった自動販売機を移動し、受付付近が明るくなるようにした。

　（３） 指定管理対象施設の利用の促進に関すること

　　①広報活動の実施

　　　・米子サン・アビリティーズのパンフレットを、米子市心身障害者福祉センターに設置

　　　　し広報活動をする。

　　　・絵画作品展開催のポスター・チラシの掲示を身障センター、ふれあいの里に依頼。

　　　　作品展の会場には当施設を紹介するパネルを掲示し、施設の広報に努めた。

　　　・３Ｂ体操教室の新規参加者募集の際には、市報に募集記事の掲載を依頼。

　　　　身障センター、ふれあいの里にポスター、チラシを設置依頼。米子市身体障害者福祉

　　　　協会の各支部へチラシを郵送し周知にご協力をお願いした。

　　②米子サン･アビリティーズにおけるイベント等の誘致

　　　・障がい者の団体が当施設を利用される際に、折を見てパンフレットを渡して大会等の

　　　　誘致活動をしている。

　（４）指定管理対象施設の設置目的に適合する自主事業の企画及び実施に関すること

　　①米子サン･アビリティーズにおける自主事業の企画及び実施

　　　・自主事業は、障がいのある人とない人の交流を深めるため、参加者を障がいのある人

　　　　に限定をしていない。また大会の際には、障がいのない人にボランティアとして参加

　　　　していただくこともある。

　　　・車椅子アーチェリー

年４７回実施 参加人員 ： 障害者 ９４人 ・ その他 ９１人

　※参考記事（当施設メンバー自主参加大会）　　

　９月 第３７回中四国身体障害者アーチェリー競技大会

１２月 第２４回身体障害者室内オープンインドアアーチェリー競技大会　　他

　　　・車椅子バスケットボール

年１６回実施 参加人員 ： 障害者 ７１人 ・ その他 ４３人

　※参考記事（当施設メンバー自主参加大会）　　

　８月 第５回米子サン・アビリティーズ杯争奪車椅子バスケットボール

　　　・風船バレーボール

年２２回実施 参加人員 ： 障害者 ２３５人 ・ その他 ３６１人

　※参考記事（当施設メンバー自主参加大会）　　

　５月　 第３回好きやねん ふうせんバレーボール西日本大会

　８月 ふうせんバレーボール２０１５ 関西大会

１１月 第２６回全国ふうせんバレーボール大会　Ａクラス　　他



　　　・書道教室

年１２回実施 参加人員 ： 障害者 ４８人 ・ 介助者同伴者 ６３人

活動内容

　教室では、講師が参加者一人ひとりと話をし、それぞれの希望、状況に応じた

　お手本を用意しながら、個別に指導をした。

　参加者の名前を彫った職員手作りの消しゴムハンコを用意。書き上げた作品に印

　を押し家に持ち帰り飾ってもらった。

　希望者には外部の作品展に出品してもらい、活動の励みとしていただいた。

　出品作品展

　「ガイナーレ鳥取応援書展」（ガイナーレ鳥取応援書展実行委員会 主催）

　「第３１回、第３２回ふれあい書道展」

　　（広島県安芸郡 全国書画展覧会運営委員会 主催）

　「 あいサポート・アートとっとり展」

　　　・絵画教室

年６回実施 参加人員 ： 障害者 １７人 ・ その他 ３１人

活動内容

　障がいのある人とない人の交流を図り、その人の個性を尊重し自由に楽しく描く。

　　　　　　　描きあがった作品は当施設のロビーに展示をした。

　作品展を開催することで、作品発表の楽しみ、活動の励みとしていただく。

　「米子サン･アビリティーズ絵画教室作品展　絵を描くことを楽しもう！」を開催

（平成２８年２月１７日～２月２９日　永瀬ミニギャラリー）

　出品作品展

　「 あいサポート・アートとっとり展」

　　　・３Ｂ体操教室

（７月から９月）１２回実施 参加人員 ： 障害者 ６１人 ・ その他 ８６人　

活動内容

　音楽を聴きながら、ストレッチやボールを転がす、投げて受け取るなどの運動を皆

　が一緒になり行うことでコミュニケーションを取りあう。

　今年度は、米子市身体障害者福祉協会の協力により、多くの参加者があった。

　（５）その他指定管理対象施設の管理業務のうち次に掲げるもの

　　①管理業務の処理に必要な体制の整備

　　　・統括責任者の所長が身障センターにおり、日常の業務は指導員３人、事務員１人の

　　　　合計４人で取り組んでいる。

　　　・研修の参加

平成２７年度福祉サービス苦情解決事業研修会

精神障がい者を理解しともに働くためのセミナー

　　②情報の公開及び個人情報に関する措置

　　　・社会福祉法人米子福祉会情報公開規程及び米子市個人情報保護条例に基づき対応し

　　　　ている。（情報公開請求実績はない。）



　　③防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置

　　　・消防計画を作成。緊急時における職員の任務分担を決め、警察・消防機関等への速

　　　　やかな通報、利用者の安全な避難誘導に備える。

　　　・日常的に施設内の点検を行ない、非常口の扉の開閉状況、非常灯の点灯状況などに

　　　　不都合があれば速やかに対処することとしている。

　　　・夜間、休館日には駐車場を施錠する。

　　　・日常の清掃、除草作業を通じて地域との連携を深め、何かあればすぐに連絡をもら

　　　　えるなど施設の保安に一役買っていただいている。

　　　・職員から利用者に積極的に声をかけることで、利用者が気づいた事を気軽に話して

　　　　もらえる雰囲気を作るよう心掛けて、安心して利用できる施設づくりに努めている。

　　④事業報告書の作成及び提出

　　　・適切に米子市へ提出している。

　　⑤経営状況を説明する書類の作成及び提出とその他管理業務に関する庶務、経理等の事務

　　　・平成２８年５月に開催予定の決算監査会に事業内容及び決算内容等を報告することと

　　　　なっている。



１．運 営 日 数 308 日

多目的室・研 修 室

別紙２　　施設の利用状況

２．施設別利用状況

施 設 名 使用日数
使 用 回 数 の べ 使 用 人 員

障がい者を
含む

その他のみ 合　　計 障がい者 そ の 他 合　　計

体 育 館 299 555 580 1,135 3,554 10,039 13,593

890 4,496 5,386

多目的室 231 160 185 345 698

1,858 5,142 16,983

2,448 3,146

研 修 室 246 86 292 378

22,125

３．種目別使用人員

体 育 館

障がい者 その他 合　計

合　　計 801 1,057

アーチェリー 208 256 464

バスケットボール 353 485 838

バレーボール 163 287 450

バトミントン 243 1,863 2,106

13,593

卓　　球 37 337 374

テ ニ ス 48 2,458 2,506

障がい者 その他 合　　計

そ の 他 2,502 4,353 6,855

合　　計 3,554 10,039

1,229 1,376 49 1,151

多目的室 研 修 室

障がい者 その他 合　　計

1,200

大会控室 246 342 588 133 198 331

会議・研修 147

128 707

レクリエーション 126 81 207 6 4

781 917 123 3,015

10

スポーツ
コミュニケーション

43 15 58 579

3,138

合　　計 698 2,448 3,146 890 4,496 5,386

そ の 他 136



金　額　（円） 金　額　（円）

障害福祉サービス等事業収入 15,783,670 人件費支出 11,460,486

利用者負担金収入 1,114,670 職員給料支出 6,458,568

受託事業収入 14,669,000 職員賞与支出 2,124,336

非常勤職員給与支出 170,236

受取利息配当金収入 1,396 退職給付支出 1,452,114

法定福利費支出 1,255,232

その他の収入 121,990

雑収入 121,990 事業費支出 1,831,910

水道光熱費支出 1,309,610

積立資産取崩収入 1,724,247 燃料費支出 263,142

退職給付引当資産取崩収入 1,724,247 消耗器具備品費支出 197,728

保険料支出 51,430

前期末支払資金残高 1,641,778 教育指導費支出 10,000

事務費支出 3,047,114

福利厚生費支出 55,921

旅費交通費支出 2,864

研修研究費支出 0

事務消耗品費支出 248,996

印刷製本費支出 7,078

水道光熱費支出 307,839

修繕費支出 258,300

通信運搬費支出 84,410

業務委託費支出 1,204,956

手数料支出 17,184

賃借料支出 107,100

保守料支出 696,276

諸会費支出 4,480

雑支出 51,710

積立資産支出 612,090

退職給付引当資産支出 612,090

事業区分間繰入金支出 589,000

当期末支払資金残高 1,732,481

19,273,081 19,273,081合　計 合　計

管理業務の実施に係る収支状況

収　入 支　出

項　目 項　目


