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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

　・業務委託による保守点検の実施

自動扉保守点検業務 年２回

消防設備点検業務 年２回

　・業者による修繕等の実施

正面入口、風除室自動扉センサー調整 バドミントン用床金具交換

研修室スムーザードア スピード調整 男子更衣室洗面排水修理

　・業務委託による清掃の実施

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

　・職員による管理、補修等の実施

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ている。

女子トイレ扉の歪み調整 各所ブラインド昇降ヒモ交換

会議机、椅子の点検 体育館網戸張替え

体育館マルチハロゲン灯交換 放送設備オーディオラック修繕

避難口誘導灯、火災報知機用電球交換 体育館用モップを定期的に洗濯

建物及び敷地内の日常清掃、除草作業 エアコンフィルターの定期清掃

施設備付けの車椅子座面、タイヤ、ストッパー等点検

更新 　バレーボール支柱１組,ネット２組、アンテナセット２組、

　ＡＥＤパット２組、ＡＥＤ本体（米子市）

機械警備 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日

（２） 指定管理対象施設の施設等の利用に関すること

　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。

　・受付の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。

　・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。

　・器具等の更新

　・業務委託による警備の実施

　②施設等の警備

　③利用者の応接



 

 

　・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。

　・意見箱を設置。職員から利用者に積極的に声をかけることで、利用者からの意見、

　　苦情を言いやすい施設環境を整えるよう努めている。

　・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。

　・体育館利用者の熱中症予防のために、工業用扇風機４台を用意し、必要に応じて

　　自由に使用していただいている。

　・熱中症の予防や打撲などに使用できるように、氷やアイスノンを用意している。

　・トイレに、運動靴のまま履けるスリッパを用意している。

（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

　　設置し広報活動をしている。

　・ホームページに、自主事業開催日程、作品展お知らせ、生徒募集記事等を載せ、

　　随時更新するようにしている。

　・絵画及び書道教室作品展、地域交流会開催のポスター・チラシを福祉センターに

　　掲示し、絵画作品展の会場には当施設を紹介するパネルを用意して施設の広報に

　　努めた。

　・地域交流会開催のポスター掲示とチラシの設置を、福生東公民館に依頼。

　　また、近隣の自治会の回覧板にチラシを入れていただき地域交流会の広報に努めた。

　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、団体

　　の利用を呼びかけるよう心掛けている。

（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。

　・車いすアーチェリー

年５１回実施 参加人員 ： 障がい者 １３１名 ・ その他 １７８名

　※参考記事（当施設メンバー自主参加大会）　　

１２月  第２７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　

　・車椅子バスケットボール

年１９回実施 参加人員 ： 障がい者 ７９名 ・ その他 ８４名

　・ふうせんバレーボール

年２３回実施 参加人員 ： 障がい者 ２９５名 ・ その他 ２８２名



 

 

　※参考記事（当施設メンバー自主参加大会）　　

７月  第６回鳥取県ふうせんバレーボール大会（大山の部　第１位）

１１月  第２９回全国ふうせんバレーボール大会（総合優勝・Ｃクラス準優勝）

　・書道教室

年１３回実施 参加人員 ： 障がい者 ６４名 ・ 介助者同伴者 ８０名

　※出品作品展

　ガッツガイナーレ応援書道展（ガッツガイナーレ応援書道展実行委員会 主催）

　第３７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）

　米子市障がい者アート展「KANSEI ５」

　平成３０年度 鳥取県障がい者芸術・文化作品展「あいサポート・アートとっとり展」

　障がい者アート展「書で遊ぼ」（ウサギとカメ 主催）

　・絵画教室

年６回実施 参加人員 ： 障がい者 １３名 ・ その他 ３２名

　絵画教室作品展「絵を描くことを楽しもう！」を開催。

（平成３１年３月８日～３月１９日　米子市立図書館 市民ギャラリー）

　※出品作品展

　米子市障がい者アート展「KANSEI ５」

　・文化講座（たまいつかさの自由画教室）

年１２回実施 参加人員 ： 障がい者 ３９名 ・ その他 ４５名　

自由画教室作品展を開催

（平成３１年３月８日～３月１９日　米子市立図書館 展示ギャラリー）

　・地域なんでも交流会（救命講習会）

年１回実施 参加人員 ： その他 ５名　

（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福祉センターにおり、日常の業務は指導員３名、事務員１名の

　　合計４名で取り組んでいる。

　・快適な環境づくり

　　施設の運営について意見を伺い改善及び快適な環境づくりに役立てている。

運営協議会 年１回

利用者部会 年１回

　・研修の参加

平成３０年度 苦情受付担当者研修会

平成３０年度 福祉サービス苦情解決事業研修会

あいサポートとっとり フォーラム１９

　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、避難確保計画を作成。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。

　・自衛消防訓練（消火・非難）を実施。

　・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。

　・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。

　・駐車場入口に、施設利用者以外の駐車を禁止する看板を設置し、目的外使用の方

　　には車の移動をお願いしている。

　・夜間、休館日には駐車場を施錠する。

　・近隣の子供達が施設の駐車場を遊び場にすることがあるため、日ごろから目を配

　　り、隣の公園で遊ぶように指導をし、事故の防止に努めている。

　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３1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 306 609 538 1,147 3,682 9,944 13,626

1,155 2,635 3,790

多目的室 264 290 115 405 895

1,843 5,732 15,435

2,856 3,751

研 修 室 208 140 151 291

21,167

３．種目別使用人員

体 育 館

障がい者 その他 合　計

合　　計 1,039 804

アーチェリー 242 306 548

バスケットボール 349 693 1,042

バレーボール 265 131 396

バトミントン 221 1,863 2,084

13,626

卓　　球 0 73 73

テ ニ ス 61 2,326 2,387

障がい者 その他 合　　計

そ の 他 2,544 4,552 7,096

合　　計 3,682 9,944

1,531 1,711 164 1,449

多目的室 研 修 室

障がい者 その他 合　　計

1,613

大会控室 380 586 966 121 181 302

会議・研修 180

156 829

レクリエーション 32 42 74 30 22

591 815 167 827

52

スポーツ
コミュニケーション

79 106 185 673

994

合　　計 895 2,856 3,751 1,155 2,635 3,790

そ の 他 224



 

金　額　（円） 金　額　（円）

障害福祉サービス等事業収入 17,326,620 人件費支出 10,019,925

利用者負担金収入 979,620 職員給料支出 6,811,999

受託事業収入 16,347,000 職員賞与支出 1,569,116

非常勤職員給与支出 299,488

受取利息配当金収入 211 法定福利費支出 1,339,322

その他の収入 104,095 事業費支出 2,253,473

雑収入 104,095 教養娯楽費支出 6,873

水道光熱費支出 2,022,932

前期末支払資金残高 4,894,666 燃料費支出 0

消耗器具備品費支出 172,708

保険料支出 50,960

事務費支出 1,893,113

福利厚生費支出 33,055

旅費交通費支出 17,072

研修研究費支出 5,580

事務消耗品費支出 86,395

印刷製本費支出 46,256

修繕費支出 34,344

通信運搬費支出 123,662

会議費支出 2,225

業務委託費支出 1,220,536

手数料支出 73,755

賃借料支出 6,091

租税公課支出 1,000

保守料支出 219,888

諸会費支出 9,264

雑支出 13,990

積立資産支出 239,960

退職給付引当資産支出 239,960

事業区分間繰入金支出 2,800,000

当期末支払資金残高 5,119,121

22,325,592 22,325,592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


