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37 豊岡市立長寿園
(公社)豊岡市シルバー
人材センター

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 利用料金 101% 0 7,349 6,769

利用者等の口コミによる利用促進に努めているが、
利用実績はほぼ横ばい状態である。利用団体の殆ど
が趣味の会で、利用料金は減免対象になる為、実績
に繋がらない。
今後も、高齢者の各種の相談、高齢者の教養向上の
ための講習会及び講話会等の開催、高齢者の機能
回復訓練等の場において、呼びかけをし、利用率の
向上や新規利用者の獲得を図る。

高年介護課

38 豊岡市立竹野老人福祉センター
(公社)豊岡市シルバー
人材センター

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 利用料金 95% 0 2,985 2,815

利用増となるのは好ましいことではあるが、反面無料
での利用が多い為、経費が増となり維持管理費面で
苦しくなる。この点を考慮しながら、適切な管理運営
を心掛ける。

高年介護課

39 豊岡市立竹野多目的屋内運動広場 竹野町体育協会
H29.4.1

～H34.3.31
公募 有 利用料金 143% 63 300 150

自主事業の工夫や要望・意見への対応により、利用
実績が2割弱増加している。使用される団体・時間帯
に偏りがある為、今後は利用率の低い団体を入れ替
えイベントなどの自主事業を増やす等して利用率の
向上や新規利用者の獲得を図る。利用者のニーズの
内、即時対応が可能なものには対応出来ている点で
は高評価を受けており、今後も迅速な対応に努める。

高年介護課

40 豊岡市立但東健康増進センター (株)シルク温泉やまびこ
H27.4.1

～H30.3.31
公募 有 利用料金 122% 149 617 541

地元の利用者の要望にも対応しており、定期的に利
用されるため予約もほとんど毎日入っている。
売上はあがっているが減免対象が多くを占めるた
め、市外からの利用者を増やすことで売上増につな
げたい。
改善として受付が入れ替わるため、内部の情報共有
に努めていく。

高年介護課

41
豊岡市立総合健康ゾーン健康増進
施設

豊岡総合健康ゾーンＰＦＩ
(株)

H22.4.1
～H37.3.31

公募 有 利用料金 101% 3,385 67,363 72,282

■維持管理業務
・ 8年が経過し、部品劣化・故障が複数件確認されておりま
すが、適宜補修を行っております。
・ 水質の不備や害虫発生もなく、環境衛生上良好な状況を
保つことができました。
・ その他、大きなトラブルもなく、順調に維持管理できてお
ります。
■運営業務
・広報、集客、チラシ状況
　今年度も例年通り、年間を通して、4月・5月・6月・9月・10
月・1月・3月と、折込チラシの投入による会員獲得・来館誘
致に取り組んでまいりました。
・イベント等の開催状況
　今年度も引き続き、多くのイベントを開催し、市民の方に
ご来場いただいております。特に１０月に開催しております
　スポーツフェスティバルでは年々盛り上がってきておりま
すので、次年度はさらに大きなイベントとなるよう尽力して
まいります。
・利用者ご意見
　常にご利用者様のお声を聞けるように、お客様の声BOX
を設置し、運営に役立てさせていただき、回答も原則3日以
内に行なっております。いただくお声としては、プログラムに
関する内容のお声を多く頂戴しております。
・その他
　5月15日から喫茶・軽食の運営先が「特定非営利活動法
人 セルフサポートいずし」に変更となりました。
　以前の運営に比べ、利用者人数も増え、サービス向上さ
れたとの利用者からの好評をいただいております。

健康増進課
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42
豊岡市立日高東部健康福祉セン
ター

(株)エヌ・エス・アイ
H29.4.1

～H34.3.31
公募 有 利用料金 94% 361 28,794 29,800

利用者数が昨年度に比べ減少してしまった。サービ
スの質の向上が急務である。新規利用者への対応を
親切丁寧に行うこと、レッスンプログラムの充実、清
掃業務の徹底など、より細かな対応を行っていく。
アンケートでは清掃状況を中心に良い評価を頂いて
おり、引き続きお客様の声を聞きながらサービスを向
上させていく。

社会福祉課

43 豊岡市立豊岡健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 使用料 99% 64 7,893 3,189

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で
地域住民の皆様を会員とし、常に住民の要求や課題
を把握しサービスの向上に努めています。施設管理
については効果的に運用するよう努力をしてまいりま
す。そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事
業活動の充実に努め利用しやすい施設づくりを目指
します。

社会福祉課

44 豊岡市立城崎健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H28.4.1
 ～H31.3.31

非公募 有 使用料 160% 1,872 13,068 15,580

豊岡市社会福祉協議会は「一人ひとりが　つながり
支え合う　安心な地域づくり」を基本理念とし、地域住
民すべてに開かれた、心の拠り所になるような地域
の拠点を目指した。
またボランティア・実習を積極的に受け入れ、地域の
福祉問題の窓口、地域福祉の啓発を行った。

社会福祉課

45 豊岡市立竹野健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 使用料 93% △ 11 3,614 4,360

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で
地域住民の皆様を会員とし、常に住民の要求や課題
を把握しサービスの向上に努めています。施設管理
については効果的に運用するよう努力をしてまいりま
す。そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事
業活動の充実に努め利用しやすい施設づくりを目指
します。

社会福祉課

46 豊岡市立日高健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H28.4.1
 ～H31.3.31

非公募 有 使用料 97% △ 240 8,665 8,717

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で
地域住民の皆様を会員とし、常に住民の要求や課題
を把握しサービスの向上に努めています。施設管理
については効果的に運用するよう努力をしてまいりま
す。そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事
業活動の充実に努め利用しやすい施設づくりを目指
します。

社会福祉課

47 豊岡市立出石健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H29.4.1
～H34.3.31

非公募 有 使用料 101% △ 205 5,143 7,071

築24年を経過する建物・設備において老朽化による
故障や修繕が毎年見られるなかで安全・安心してご
利用出来るように努める。そのためにも大規模な修
繕を早急に検討実施して頂きたい。
センター貸館の予約については、直近でも細やかに
親切な対応をに努める。さらに利用しやすい施設とし
て今後も迅速・丁寧な対応を心がける。

社会福祉課

48 豊岡市立但東健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉協
議会

H28.4.1
 ～H31.3.31

非公募 有 使用料 62% △ 384 5,394 9,051

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で
地域住民の皆様を会員とし、常に住民の要求や課題
を把握しサービスの向上に努めています。施設管理
については効果的に運用するよう努力をしてまいりま
す。そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事
業活動の充実に努め利用しやすい施設づくりを目指
します。

社会福祉課
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49
豊岡市立竹野心身障害者小規模通
所作業所

(福)とよおか福祉会
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 － 101% △ 25 25 0

利用者ニーズについては、出来る限り対応している。
平成２９年度当初の利用者数は１２名であったが、
年度末には定員一杯の１５名に増えている。平成３０
年度には定員を増やす予定である。

社会福祉課

50 豊岡市立日高共同作業所
特定非営利活動法人日
高共同作業所

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 無 － 92% 4,981 12 0

本年度も毎日の平均利用率が13人を超え（13.3）利
用者の多くの方に通所して頂く事が出来た。（定員20
人、契約者数16人）受託事業の取り組みに於いても、
利用者の皆様の頑張り、取引先への工賃アップの交
渉もあり、利用者様の給与を上げる事が出来、やり甲
斐を持って仕事に取り組んで頂く事が出来た。そして
昨年度に引き続き一名が一般就労する事が出来、今
後も毎年一名は一般就労出来る様に支援していきた
いと考えている。

社会福祉課

51 北但広域療育センター
(福)神戸聖隷福祉事業
団

H25.4.1
～H30.3.31

非公募 有 利用料金 97% 5,965 42,871 38,237

平成29年度は、利用希望が多数となり、部屋数の確
保が必要になる中、豊岡市を中心に協議を進め、事
業再編を行い、平成30年度は児童発達支援センター
として定員20名、奈佐地区に放課後等デイサービス
として定員10名にそれぞれ定員を増加した。保育所
等訪問支援事業も専任職員を配置し、地域、家庭、
療育と連携した支援体制をめざす。

社会福祉課

52 豊岡市立竹野多目的研修施設 中地区会
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 有 利用料金 176% 64 184 179

中地区コミュニティの利用が増えてきており、今後も
適正な維持管理を徹底する。

（竹）地域振興課

H28からの
繰越金
55千円

53 豊岡市立日高農林漁業体験実習館 (株)日高振興公社
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 111% 1,036 653 0

土日祝日のランチビュッフェ及び平日の利用者数は
増加傾向にあるが、利用時間に偏りがある。今後は、
夜の宴会や飲み放題のメニューなど、お客様のニー
ズに合わせた多角的な経営を行うことが必要である。
また、新商品を開発し、平日の集客に繋がるメニュー
展開を行うことで客単価の上昇を図る。

（日）地域振興課

54 豊岡市立日高農林産物加工研修所 (株)日高振興公社
H29.4.1

～H32.3.31
非公募 有 使用料 29% △ 667 650 739

新規加工グループ（利用者）の獲得。現利用者を通
じ、施設利用者増加を図る。加えて、マロニエまつり
等のイベントでも利用者を募集する。積極的に利用者
を募集すると同時に、施設内を整理し、不便なく使用
できる環境をつくる。所有者不明の物品、使途不明の
物品、販売予定の無い食品等施設内の不用物の撤
去を行う。また、害虫発生も夏期は特に多いため衛
生保持に努める。

（日）地域振興課

55 豊岡市立出石農産物加工場
「こぶしの里・いずし」加
工グループ連絡協議会

H29.4.1
～H33.3.31

非公募 有 使用料 100% 145 535 678 概ね良好 （出）地域振興課

H28からの
繰越金
266千円

56 豊岡市立但東農産物加工施設 味蔵たんとう(株)
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 － 87% △ 111 21 0

近年なかなか売上げが伸びないため、新商品の開発
を行い収入増を図る。

（但）地域振興課

57 豊岡市立但東地域特産物加工施設 合橋地域づくりの会
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 114% 0 6 0

即時対応が可能なものには対応できている。今後も
迅速な対応に努める。

（但）地域振興課

58 豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設
赤花そばの郷農事組合
法人

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 利用料金 210% 437 418 399
本市のそば生産において必要な設備であり、現在は
なんとか維持管理はしているが、設備の老朽化が著
しく、大規模改修の検討が必要な時期となっている。

（但）地域振興課

H28からの
繰越金
294千円
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59 豊岡市立奈佐森林公園
目坂区奈佐森林公園管
理委員会

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 使用料 74% △ 1 6,524 4,136

奈佐森林公園に来園されたことがない市民の方も多
くおられるので、奈佐森林公園の素晴らしさを伝え来
園していただけるようＰＲを工夫し、取り組んでいきた
い。訪れた方に森林公園の素晴らしさを感じ、気持ち
よく過ごしていただくよう公園の維持管理に努めてい
きたい。

農林水産課

60 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地 コウノトリ湿地ネット
H27.4.1

～H30.3.31
公募 有 － 87% 3 5,541 4,920

戸島湿地の人工巣塔に生息するコウノトリは10年連
続で繁殖していることや、絶滅危惧種のイトヨが近隣
では唯一戸島湿地で確認されること等からハチゴロ
ウの戸島湿地の生物相は豊かであることが証明され
ている。戸島湿地を実験フィールドとして、見試し（湿
地改良）を繰り返しながら、湿地管理技術の確立に向
けて取り組んでおり、得られた知見や技術を市内のビ
オトープ等の湿地管理に生かしている。小学校３年生
を中心とした環境学習のフィールドとして活用してお
り、ふるさと学習の拠点施設としての機能を有してい
る。

コウノトリ共生課

H28からの
繰越金
5千円

61 豊岡市立コウノトリ文化館
特定非営利活動法人コ
ウノトリ市民研究所

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 有 利用料金 101% 52 28,210 32,154

指定管理を始めた当初は、展示内容、室内配置の改
善等を進めてきたが、現在は情報発信、インバウンド
対応に力点をおいている。今後、エコツーリズムにつ
いて情報を得ながら、より来館者に満足してもらえる
対応を考えたい。また、リピーターが多いのが本館の
特徴の１つであり、これを一層大切にしていきたい。
本館は地元市民の利用も多いので、「ホタルの夕べ」
など文化的行事等をさらに充実させるとともに、地域
の自然を学ぶ観察会、地域への講師派遣にも積極的
に取り組みたい。また、郷公園、大学院等との連携を
深めスタッフのレベルアップに積極的に取り組みた
い。

コウノトリ共生課

62 豊岡市営豊岡駅前駐車場
アイティ豊岡都市開発
(株)

H29.4.1
 ～H34.3.31

非公募 無 利用料金 - 5,130 1 0

当初の収支計画書での予算額を上回る収入額（主に
利用料金）を計上し、定期駐車契約台数も順調に推
移している。
一方で、駐車場機器の経年劣化による不具合が発生
し利用者に迷惑をかける事案が多々発生したため、
次年度に駐車場機器を更新し、効率的な施設管理運
営を目指すとともに利用者のニーズに応える。

都市整備課
H29年度か
ら新たに指
定した施設

63 豊岡市立城崎温泉交流センター 城崎町湯島財産区
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 102% 7,428 56,690 0

本施設については毎年度赤字が続いているため、経
費削減と利用料金以外の物品販売等の収入増を
図ってきました。平成29年度は、光熱水費を小まめに
チェックし経費削減に努め、また豊岡市によりエネル
ギー転換工事を実施していただいたことにより、燃料
費・ガス代・電気代の合計が対前年度比約11％減と
なり、収支改善が図れました。
今後も黒字状態が続くよう、引き続き経費削減に努め
ると共に、利用者の利便性向上のための施策及び新
規利用者の獲得を図る施策を、本施設だけではなく
他の財産区営浴場と合わせて検討していきたい。

（城）地域振興課

64 豊岡市立城崎文芸館 城崎温泉観光協会
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 有 利用料金 111% 661 7,937 5,590

入館実績が横ばい、減少傾向であるため、企画展、
展示内容の工夫を行うこととする。
また、観光客のみならず、市内、近隣の博物館等同
様施設と告知関係で連携を図るなど、利用者増を図
る。
来館された方が、今一度訪れたいと思える館運営を
図ることで入館者数を増やし、一方ではよりいっそう
の経費節減を図ることとする。

（城）地域振興課
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平成29年度　指定管理者管理運営状況　概要 単位　金額：千円

№ 分類 施　　　設　　　名 指定管理者 指定期間
公募

非公募

指定
管理
料

利用料金
・使用料
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前年度比％

指定管理者の
収支の状況

市の実質
負担額

うち
指定管理料

指定管理者の自己評価 所管課 備　考

65 豊岡市立城崎麦わら細工伝承館 城崎温泉観光協会
H28.4.1

 ～H31.3.31
非公募 無 利用料金 92% 720 80 0

簡易な麦わら細工体験を促がし、より多くの来館者へ
体感していただき、口コミによる来館者数の増を図る
とともに、城崎文芸館と連携を図りながら、お客様の
散策導線を駅～文芸館～麦わら細工伝承館への誘
導目指す。

（城）地域振興課

66 豊岡市立木屋町小路 (株)湯のまち城崎
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 利用料金 100% 1,925 16 0

木屋町小路内への誘客の為、三十三間広場にてイベ
ントの開催協力や季節ごとの飾りつけをテナント会と
協力して行った。また施設内にfreeWi-Fiを設置する
事によりお客様の利便性が向上し滞在時間が増え賑
わい創出に繋がった。

（城）地域振興課

豊岡市営城崎温泉駅前駐車場・駐輪場、

豊岡市営城崎鴻の湯駐車場、 （城）地域振興課

豊岡市営城崎木屋町駐車場

68 豊岡市立竹野観光センター たけの観光協会
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 利用料金 77% 0 2 0

竹野町の観光センターとして、案内業務や施設の清
掃など適正に維持管理ができたと思う。特に、トップ
シーズンである夏季では、スタッフを増員して案内及
び維持管理業務を行った。今後も、適正な維持管理
を行い、観光センターとしての機能充実を図りたい。

（竹）地域振興課

69 豊岡市立竹野北前館 (株)北前館
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 有 利用料金 77% 286 12,725 8,955

　施設の明確化を表すため「竹野絶景温泉」をコンセ
プトに、温泉を中心に積極的な集客に努め、夏期に
は入館前に手足等を洗う対策を行った結果、利用者
の満足度が向上した。しかしながら、台風による利用
者の減少及びジオカヌーの中止により、売り上げは
伸び悩んだ。課題となっている夏の依存体制から脱
却するため、地元産品を取り扱ったレストランメニュー
の開発とそれに関連した旅行エージェント等の連携を
図るとともに、引続き「竹野絶景温泉」をコンセプトとし
た集客の向上を図る。

（竹）地域振興課

70 豊岡市立竹野子ども体験村 たけの観光協会
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 101% 19 26 0

学校の団体利用はあるが、一般客の利用が少ない
ので、平成30年度はファミリー向けのキャンプ体験な
ど新しい体験プログラムを積極的にＰＲして、一般利
用者の増加を図っていく。

（竹）地域振興課

71 豊岡市立殿食材供給施設 殿・村おこし組合
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 － 97% 117 0 0

地元産そばに徹し、良質のそばの生産・繁忙期のお
客様へスムーズな対応を検討する。

（日）地域振興課

72
豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ
場

湯の原温泉オートキャン
プ場組合

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 無 利用料金 95% 4,185 10,495 0

週末に雨天の日が多く、屋外の観光施設のため利用
実績は低下した。インターネットのホームページで宣
伝や予約受付をしており、ほぼ順調に業務を進めて
いる。コテージの繁忙期は予約が殺到している状況
で、キャンプサイトも高い利用率である。４月、６月、１
１月は低調であり、この期間と通常日の利用促進策
を検討する必要がある。
施設は開設から１９年が経過し年々施設の老朽化に
よる修繕・取替工事が必要になっている。市当局の予
算措置をいただいていますが、一層のご支援をお願
いしたい。組合でも来年度利用料金改定に向け、検
討したい。

（日）地域振興課

入場ゲート発券機、退場ゲート精算機の機器更新に伴い
機器リース費用が発生するため、平成29年４月１日より利
用料金の改定を行い増収となったが、営業時間を24時間
に延長し、利用料金に12時間毎の上限を設けることにより
これまで以上に利用しやすくなった。
駐車場内のラインが経年劣化により薄くなっていたため塗
装工事を行い駐車しやすくなった。
繁忙期には警備員を配置し入場待ちの渋滞が発生しない
よう誘導を行うと同時に、温泉街の交通誘導を行い、渋滞
緩和に寄与した。

973 0
市への納付
金417千円67 (株)湯のまち城崎 利用料金 82%無非公募

H28.4.1
 ～H31.3.31
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73 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎ (株)日高振興公社
H26.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 106% △ 2,275 590 0

燃料費や人件費他必要経費に見合った集客ができ
ていない。特に、閑散期の利用者獲得が大きな課題
である。平成30年度より、アドバンス株式会社のグラ
ンピング施設がオープンし、またキャンプ場利用者も
増加傾向にあるため、今後は神鍋周辺施設利用者へ
のＰＲを重点的に行う方針である。主に改善が必要と
される部分に関しては、機械設備等のメンテナンスが
必要であり、特に大浴槽濾過機・男性サウナ板に関し
ては早急に対応する必要がある。大浴槽濾過機は異
音が発生しており、放置しておくと連動しているジェッ
ト風呂含め使用不可となる。男性サウナ板について
は、土台含む全ての板が劣化しており、腐食や悪臭
も目立ってきている。

（日）地域振興課

74 豊岡市立道の駅「神鍋高原」 (株)日高振興公社
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 － 103% 7,163 4,258 0

出来る限りの要望、意見は反映するように努めてい
る。イベントホールを活用し、ワークショップ等を開催
し、新規利用者の獲得を図っている。少しづつではあ
るが、定着しつつあり、講師単独での教室も開催予
定。

（日）地域振興課

75 豊岡市立神鍋高原観光施設 アップかんなべ(株)
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 利用料金 - △ 348 543 0

お客様の声、入場者・売上推移など順調と判断してい
る。
更なる拡充策として、セットプランの増設、電源付き
オートサイトの新設など検討・準備をしていきたい。

（日）地域振興課

H29年度か
ら新たに指
定した施設

76 豊岡市立出石温泉館乙女の湯 田渕温泉運営管理組合
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 無 利用料金 96% 0 5,505 0

各種点検、清掃を適切に行っており、また、故障等で
問題が生じた際には速やかに対応している。ただ、施
設自体の老朽化が著しく、修繕対応が頻発すること
が予想されるため、設置者と協議の上、計画的に対
応していきたい。

（出）地域振興課

指定管理者
の繰入金
3,316千円

77 豊岡市立但東シルク温泉やまびこ (株)シルク温泉やまびこ
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 利用料金 98% △ 3,280 16,022 0

温泉入浴者の減を食い止める為、新たな客層へのア
プローチ。　売店管理システム導入によるABC分析の
実施。　あらゆる経費削減への取組、見直しの継続。

（但）地域振興課

78 豊岡市立たんたん温泉福寿の湯
たんたん温泉運営管理
組合

H29.4.1
～H34.3.31

非公募 無 利用料金 105% △ 3,043 1,577 0

・前年対比で入浴客数は約2,400名増加し3年ぶりに
50,000人/年間に達成したが、各種カード割引等の利
用増
　により客単価は減少傾向である。
・収支改善　売上高（客単価）向上のため、売店部門
の改革を計画中。（土産品等も置くことを考えている）

（但）地域振興課

79 豊岡市立但東地域活性化センター
赤花そばの郷農事組合
法人

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 無 － 80% 1,538 50 0

農事組合法人を設立して、ホームページの改良や冷
凍そばの研究・製造に取り組んだが、利用実績は横
ばい状態に近い。今後は、地域おこし協力隊を受入
れ後継者を育成することにより、米の生産・販売にも
積極的に取り組み、宣伝を強化して、集客アップに繋
げていきたい。

（但）地域振興課

80
豊岡市立地域交流センター「コウノト
リ本舗」

コウノトリ羽ばたく会(株)
H29.4.1

～H34.3.31
非公募 無 － 100 1,243 216 0

コウノトリ郷公園への来場者が年々減少傾向にあり、
今年度は23万人と過去最低を記録する中、看板等の
掲示物の充実、独自商品を加えた品揃えの充実、季
節ごとの贈り物企画などを実施することで、本舗で買
い物をされる人の比率（買い回り率）が向上して来て
いる。また、ネットでの販売はコウノトリ本舗独自の商
品開発を進めてきた結果、増加傾向にあり、今後も拡
大が期待できる。現在も兵庫県の制度を活用して、コ
ウノトリ米のライスミルク等の豊岡ならではの商品を
開発しており、今後も環境と経済が共鳴する豊岡の
産品の発信拠点として努力してゆく。

コウノトリ共生課
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81 豊岡市立まちなかステーション
(一財)但馬地域地場産
業振興センター

H29.4.1
～H34.3.31

非公募 無 利用料金 165% 820 6 0
対前年と比較し、来場者数は増加しているが売上金
額がほぼ横ばいとなっている。取扱商品の見直しを
行い、販売増に努めていく。

環境経済課

82 豊岡市立まちなか交流館 (一社)ノオト
H26.4.1

～H31.3.31
非公募 無 利用料金 143% △ 5,535 7 0

年間を通して売上が好調で昨年対比１４８％伸長、指定管理４年
目にしてホテル運営に係る事業の黒字化を実現しました（管理に
関わる部分は融資返済の為、赤字）。売上好調の要因は以下４点
があげられます。
①宴会利用が大幅に増加（歓送迎会、忘新年会など）
②平日の宿泊稼働率が増加している（ビジネス利用が中心で１１
月には稼働率７５％を達成）。
③地元のカップルを中心に婚礼が増加（平成２８度４組→平成２９
年度８組）
④各種イベント（お菓子教室、みんなのピアノコンサート、ハクトヤ
展など）により市民の交流拠点として認知された。
一方で当施設のコンセプトである「お菓子」に関しては有名シェフ
を招いた教室やセミナーの開催、お菓子と音楽をテーマにした定
期的なカフェコンサートの開催など、市民交流型のイベントを開催
し、参加者の皆さまから高い評価を頂くことができました。今後は
豊岡・但馬エリアの食・観光のブランディング施設としてのイメージ
を定着させ、更なる売上拡大とそこで生み出した利益を地域のま
ちづくりに還元できるように運営を行っていきたいと考えます。

環境経済課

83 豊岡市立神美台スポーツ公園 神美台管理組合
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 有 使用料 100% 1,619 8,621 5,841

・利用者の増加を図るため、旅行会社等を通じて合
宿の依頼を行ってきたが、周辺の宿泊施設が少ない
ため、なかなか成果が上がらない。
・部活動でのコート使用について、調整に苦慮してい
る。（担当部署に連絡済み）

スポーツ振興課

H28からの
繰越金
1,900千円

豊岡市立市民体育館、

豊岡市立総合体育館

85 豊岡市立豊岡総合スポーツセンター 豊岡体育協会
H29.4.1

～H34.3.31
公募 有 利用料金 94% △ 441 61,471 12,620

自主事業の要望・意見への対応はしているが、利用
実績は横ばい状態が続いている。ホームページの開
設により陸上競技場の全天候化、こうのとり球場の人
口芝の様子を積極的に紹介し、利用者の増加を図り
たい。特に、こうのとり球場の平日の午後の利用増加
を目指す。
利用者ニーズのうち、即時対応が可能なものには対
応できている点で高評価を受けており、今後も迅速な
対応に努める。

スポーツ振興課

豊岡市竹野Ｂ＆Ｇ海洋センター、

豊岡市立竹野中央公園

87 豊岡市立神鍋野外スポーツ公園
(公財)兵庫県勤労福祉
協会・全但バス㈱グルー
プ

H29.4.1
～H34.3.31

公募 有 利用料金 102% 0 4,369 4,360

芝生グラウンドにおいては、利用実績は、毎年ほぼ
横ばいの状態である。天候に左右されてしまうため、
なかなか利用率、収入アップは難しいと思うが、今後
は自主事業の企画等、利用率アップ、収入増を図る。

スポーツ振興課

商
 

工
 

観
 

光
 

施
 

設

社
 

会
 

教
 

育
 

施
 

設

19,058全但バス(株) 利用料金 307有公募 スポーツ振興課14,466

平成29年度は、他の施設の工事が影響し、グラウン
ドを中心に利用者数が増えたが、大きな事故もなく終
えることができた。全体的な利用者数は増えたが、ア
リーナ及びテニスコートの利用者数が減っており、今
後、定期団体を含めて、利用者数を増やす事に努力
していく。特に冬季のアリーナ利用者数を増やすた
め、平成29年度初めて実施し大好評であった室内グ
ラウンドゴルフの回数を増やし、利用者数を増やして
いく。

利用料金

H29.4.1
～H34.3.31

111%

H29.4.1
～H34.3.31

560 16,185 12,495公募

自主事業等の要望・意見への対応はしているが、利
用実績は文科系の利用実績の日数削減等減少の傾
向にあるため、今後は利用される団体に空き状況を
早急に連絡し、ホームページに予約状況が早期に確
認できるよう早期に更新に努め、更なる利用を促進す
る。
利用者ニーズのうち、即時対応が可能なものには対
応できている点では高評価を受けており、今後も迅速
な対応に努める。

スポーツ振興課有 100%

86

84 豊岡体育協会
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№ 分類 施　　　設　　　名 指定管理者 指定期間
公募

非公募

指定
管理
料

利用料金
・使用料

の別

利用者等
の状況

前年度比％

指定管理者の
収支の状況

市の実質
負担額

うち
指定管理料

指定管理者の自己評価 所管課 備　考

88 豊岡市立日高文化体育館
特定非営利活動法人コ
ミュニティ日高

H29.4.1
～H34.3.31

公募 有 利用料金 82% △ 2,304 160,091 15,011
施設がリニューアルされたので、ホームページの更新
やＳＮＳによる情報発信に努め、定期利用団体の増
加に取り組みたい。

スポーツ振興課

89
豊岡市立植村直己記念スポーツ公
園

特定非営利活動法人コ
ミュニティ日高

H28.4.1
 ～H31.3.31

公募 有 利用料金 124% △ 533 8,640 9,092

管理については、樹木等の剪定等スケジュール化に
より周辺地域から高い評価を得ている。公園施設利
用については、天候次第で不安定であり、状況如何
によっては、厳しい事態も想定される。

スポーツ振興課

豊岡市立出石総合スポーツセンター、

豊岡市出石B&G海洋センター、

豊岡市立出石多目的屋内運動場

91 豊岡市立但東中央体育館 (株)シルク温泉やまびこ
H29.4.1

～H34.3.31
公募 有 利用料金 89% 224 1,781 1,175

ＨＰやパンフレットなどの宣伝により、宿泊・日帰りと
一緒に販売できることを案内し売上増につなげる。

スポーツ振興課

92 豊岡市立但東スポーツ公園 (株)シルク温泉やまびこ
H29.4.1

～H34.3.31
公募 有 利用料金 83% 791 4,123 3,640

ＨＰやパンフレットなどの宣伝により、宿泊・日帰りと
一緒に販売できることを案内し売上増につなげる。

スポーツ振興課

93 豊岡市立東大谷野外活動施設
金原・東大谷・下塚地域
振興協議会

H27.4.1
～H30.3.31

非公募 無 利用料金 105% △ 2 1,397 0

施設利用の申込みは、電話、ＦＡＸで行っており、管理人が
不在となる定休日（水曜日）や早朝、夜間の申込みは、留
守番電話やＦＡＸでの受付となるため、利用者の方に不便
をかけている状況である。
インターネットなどによる予約の受付など改善が必要である
と考えているが、インターネット環境の整備が難しいこと。ま
た、スタッフが高齢でありパソコンの操作ができないため、
対応が困難な状況にあり、最低限のインターネット環境で
対応が可能な民間のインターネット予約サービス（「なっぷ
宿泊施設等予約サービス」等）の利用を検討する。
また、施設内のイベント広場や常設テントサイトは、老朽化
によるイベントステージの撤去や常設テントが使用できない
状況にあり、イベント広場や常設テントサイトが有効に活用
できていない状況であり、役員等で有効活用について検討
をしている。

生涯学習課

94 豊岡市立豊岡市民プラザ
特定非営利活動法人コ
ミュニティアートセンター
プラッツ

H28.4.1
 ～H33.3.31

非公募 有 利用料金 108% △ 1,536 69,274 34,813

自主事業は市民参加型を基軸とし、文化芸術に触れ
る、体験する、実践する、鑑賞することができる施設と
してその役割を果している。貸館事業もリピーターが
多く、安定した利用者の獲得につながっている。
施設の管理についても、利用者の安全はもとより、大
規模な修繕等が発生しないように定期的に保守点検
を行っている。
利用者の新規獲得に向け、口コミ評価の向上を目指
していくと共に、広報制作の工夫に努める。
なお、舞台音響・照明・機構等の経年劣化による不良
個所も見受けられることから、計画的な設備更新を行
う必要がある。

生涯学習課

社
 

会
 

教
 

育
 

施
 

設

プール体験教室で4歳の女児がおぼれる事案があ
り、監視体制の見直し及び、委託業者への随時立ち
入りを行い、監視体制の強化を行った。また、幼児
プールから大プールに変更するタイミングを計り、ま
た、コースの安全確認を行い、安全を担保している。
施設面では、老朽化が進み平成29年度は、修繕を多
岐にわたり行った。急な修繕が立て続けに起こり、計
画的な修繕は出来なかった。今後の方針として、まず
安全の確保を行った上で、既存の教室数を増やし、
充実していく。具体的には、こども教室の合間に、大
人教室を行い、保護者も並行して教室を行えるよう調
整を行い、利用者数を増加させる。また、広報（ポス
ティングなど）を継続的に行っていく。

97% △ 4,198 スポーツ振興課
H28.4.1

 ～H31.3.31
50,013 30,350利用料金有公募90 全但バス(株)
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平成29年度　指定管理者管理運営状況　概要 単位　金額：千円

№ 分類 施　　　設　　　名 指定管理者 指定期間
公募

非公募

指定
管理
料

利用料金
・使用料

の別

利用者等
の状況

前年度比％

指定管理者の
収支の状況

市の実質
負担額

うち
指定管理料

指定管理者の自己評価 所管課 備　考

95 豊岡市立住吉屋歴史資料館 いろりの会
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 有 使用料 87% 221 4,618 3,876

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・活用して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
利用率向上の為に各催し物の開催について従来の
催し物だけでなく、「相撲甚句」など新しい催し物にも
積極的に取り組み、当施設が一人でも多くの市民の
憩いの場となるように努めていきたい。
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。

文化振興課
H28からの
繰越金
88千円

96 豊岡市立出石永楽館 (株)出石まちづくり公社
H27.4.1

～H30.3.31
非公募 有 利用料金 94% △ 923 5,701 4,979

今年度は貸館が過去最高金額になりましたが、貸切
日には観光入館できないので入館収入が伸び悩みま
した。落語プランや期間限定イベントを実施し収益性
を高めつつ、観光入館の増を図って上げていきます。
また利益率の悪い興行時の売店業務を取りやめ、仕
入れを無くし支出を抑えました。今後は売店収入に変
わる利益率の高い企画商品を通年で販売できるよう
に考えていきます。

文化振興課

97 豊岡市立出石史料館 出石皿そば協同組合
H27.4.1

～H30.3.31
公募 有 利用料金 84% △ 405 1,707 1,571

一年を通して特別展の開催など集客に努めている。
メディアにも取り上げられ、宣伝活動にもつながって
いると思う。しかし、観光地であるため出石への入り
込みに影響を受けることもあり、観光協会や出石まち
づくり公社との連携も必要であると考える。加えて今
後は、地元の人にも入館してみたいと思われるような
イベントを行いたい。

文化振興課

98 豊岡市立出石明治館 出石ライオンズクラブ
H26.4.1

～H30.3.31
非公募 有 利用料金 90% △ 136 2,435 2,100

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。

文化振興課

99 豊岡市立出石家老屋敷
特定非営利活動法人但
馬國出石観光協会

H28.4.1
～H31.3.31

公募 有 利用料金 83% 0 483 440
お客様に喜んでいただけるよう、また安全に過ごして
いただけるよう、管理に努めています。今後もより満
足度が向上するよう努めます。

文化振興課

備考 「利用料金制・使用料の別」欄の「利用料金制」表示施設は、施設利用者がその利用対価として支払った使用料等（入館料・施設利用料など）を指定管理者が収受できる施設である。

「利用料金制・使用料の別」欄の「使用料」表示施設は、施設利用者が支払った使用料等について、徴収委託により指定管理者が一旦預かり、市へ納付する施設である。

「市の実質負担額」よりも「うち指定管理料」の方が金額が多い施設は、市が直接収入する使用料等があり、実質負担額から控除しているためである。

社
　
会
　
教
　
育
　
施
　
設
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