
＊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。

歳入歳出差引(A)-(B) △ 11,122 △ 11,229 △ 20,804 △ 9,683 △ 260,664

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 11,324 11,381 11,324 9,324 10,321

豊岡市の支出 (B) 11,341 11,528 21,108 9,987 364,677

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 219 299 304 304 104,013

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

合計 (B) 9,415 7,484

差引　(A)－(B) 1,682 3,130

支
　
出

人件費 2,022 3,814 職員給与2,321　社会保険368　本社動員費・管理費　1,125

事務費

施設維持管理費 7,015 3,409 上下水道費213　電気使用料2,261　修繕費50　夜間受付417　検査手数料4　管理資
材262　定期設備点検195　租税公課7

378 170 通信費43　備消品費48　委託費79

事業費 0 91 燃料費70　保険料2　郵券料3　広告宣伝費16

収
　
入

指定管理料 9,324 9,324 指定管理料

利用料金 1,773 1,290 利用料金

その他収入

合計 (A) 11,097 10,614

 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

2,748 3,200

4,800

テニスコート 2,526

野球場 9,756 8,927 10,346 8,650 1,000

陸上競技場 4,449 4,773 6,933 3,080

2,995 2,665

内減額利用分 ‐ ‐ 11,761 10,387 -

内免除利用分 ‐ ‐ 1,003 231 -

総利用件数 17,200 16,365 19,805 14,478 9,000

平成30年度
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成28年4月1日から平成31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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立出石総合スポーツセンター 所在地 豊岡市出石町福住1200

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



＊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。

同、財政課所管修繕料

歳入歳出差引(A)-(B) △ 22,018 △ 26,005 △ 23,784 △ 38,825 △ 20,894

豊岡市の支出 (B) 22,359 26,114 23,893 38,934 21,003

上記のうち、指定管理料 22,307 24,003 22,295 19,545 20,945

豊岡市の収入 (A) 341 109 109 109 109

上記のうち、使用料収入

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
項目 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

合計 (B) 46,571 46,986

差引　(A)－(B) △ 7,258 △ 8,327

（単位：千円）

39,313 38,659

支
　
出

人件費 6,506 7,279 職員給与4,792　社会保険759　本社動員費・管理費1,728

事務費 850 994 通信費88　備消品費674　委託費232

事業費 3,664 3,797
出張費91　本社出張費310　燃料費130　保険料106　郵券料19
広告宣伝費32　物販仕入58　自主事業259　教室賃貸料137　教
室雑費92　教室講師料2,563

施設維持管理費 35,551 34,916
上下水道費1,539　電気使用料9,187　修繕費1,525　夜間受付862　検査手数料135
薬剤費132　プール関係（リース）2,463　運営委託費（NSI）18,106　消防設備点検
20　定期設備点検913　租税公課14　その他（年契約）20

 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

収
　
入

指定管理料 19,545 19,545 指定管理料

利用料金 2,607 2,224 利用料金

その他収入 17,161 16,890 自主事業売上等

合計 (A)

体育館 9,840 10,766 12,868 12,898 13,000

プール教室
17,046 15,511

11,525 13,072 13,100

温水プール 4,653 4,164 4,200

利
用
状
況
内
訳

体育館教室 18,670 15,795 12,834 14,538 14,600

内免除利用分 ‐ ‐ 25,892 29,544 -

内減額利用分 ‐ ‐ 3,584 3,852 -

件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

総利用件数 45,556 42,072 41,880 44,672 44,900

 １　施設の利用状況 （単位：人）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

指定期間 平成28年4月1日から平成31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

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市出石Ｂ＆Ｇ海洋センター 所在地 豊岡市出石町福住923

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



＊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。

同、財政課所管修繕料

歳入歳出差引(A)-(B) △ 1,499 △ 1,500 △ 1,500 △ 1,501 △ 1,501

豊岡市の支出 (B) 1,499 1,500 1,500 1,501 1,501

上記のうち、指定管理料 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481

豊岡市の収入 (A) 0 0 0 0 0

上記のうち、使用料収入

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
項目 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

合計 (B) 1,566 962

差引　(A)－(B) 454 999

（単位：千円）

2,020 1,961

支
　
出

人件費 326 569 職員給与374　社会保険60　本社動員費・管理費　135

事務費 108 7 通信費7

事業費 0 13 燃料費10　郵券料1　広告宣伝費2

施設維持管理費 1,132 373 上下水道費51　電気使用料247　修繕費5　夜間受付68　検査手数料1　租税公課1

 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

収
　
入

指定管理料 1,481 1,481 指定管理料

利用料金 539 480 利用料金

その他収入

合計 (A)

利
用
状
況
内
訳

多目的屋内運動場 7,991 7,364 7,181 7,364 8,500

内免除利用分 ‐ ‐ 170 76 -

内減額利用分 ‐ ‐ 6,071 6,584 -

件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

総利用件数 7,991 7,364 7,181 7,364 8,500

 １　施設の利用状況 （単位：人）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

指定期間 平成28年4月1日から平成31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

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立出石多目的運動場 所在地 豊岡市出石町福住1326

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正

温水プール循環ポンプ修繕、施設維持管理機器修繕、施設内水漏れ修繕□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 プール体験教室中にセフティ台を設置しているがコースから外れ、4歳の

女の子が溺れる。対応策として、人員配置、コース配置の見直しを実
施。□ 不発生

施設設備の事故
□ 発生

■ 不発生

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

修繕等業者に頼らず、自社での修繕実施 経費削減

日々の点検を確実に行い、修繕箇所の早期発見 経費削減

グラウンドゴルフ総合大会 3月
他施設（全但バス管理施設）にて、予選大会を行い、決勝大会を
但馬ドームで実施。利用者から他施設との交流ができてよかっ
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）

取組内容 効果等

健康教室の充実（トレーニングマシン導
入）

11月より
マシン導入により、自分にあった負荷コン
トロールができるようになった。

サービス研修の実施 2月

自主事業（卓球の日）の開催日増 対前年度利用人数増加
参加日の幅が増え、参加しやすくなっ
た。

プール・体育館・ロビーの季節にあった
装飾

通年 見るのが楽しい。

 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

ロビーが寒い。
下駄箱の配置変更を行い、スペースの確保、防風
対策を行った。

施設駐車場の白線が見えづらい。 平成30年度に対応予定。

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話等直接要望

実施日・回数等 随時

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 　　　29年　4月　1日 　30年　3月　31日

プールギャラリーをキッズルーム化して欲しい。 絵本などを設置。

 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 0

実施していない場合の理由 口頭、電話等直接要望による



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 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。□ 改善が必要

情報公開への対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 情報公開に適切に対応できる準備が

整っている。□ 改善が必要

個人情報の保護
■ 適正である　 □ 概ね適正である

個人情報は適切に保護されている。
□ 改善が必要

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 外部講師を招き、研修を実施する等利
用者に対して親切・丁寧なサービスを
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 利用者のニーズ把握に努め、実施可能
な内容に対して、必要な対応を実施し
ている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 利用者のニーズ把握やグラウンドゴル

フ大会等多様な自主事業の実施やＰＲ
に努め、利用者数増加に努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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 施設内の清掃や各設備の保守点検・修
繕など適正に維持管理されている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

職員配置等
■ 適正である　 □ 概ね適正である 仕様書等に定められた人員配置がさ

れ、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 関係法令等を遵守するとともに委託も

適切に行われている。□ 改善が必要

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
破損箇所等の定期的な施設確認と修繕

※新電力導入による指定管理料減額、その後の電
気料金の増加及びリスク分担上限の修繕費支出の
ため、決算額で収支△4,198千円となっている。

実施していない場合の理由

　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。

 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5月28日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


