
＊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。

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設 所在地 豊岡市立野町６番30号

指定管理者名 豊岡総合健康ゾーンＰＦＩ株式会社 担当部局 健康福祉部健康増進課健康まちづくり推進室

業務内容

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成22年４月１日から平成37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

総合健康ゾーン健康増進施設の維持管理・運営。

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

内免除利用分

総利用件数 250,022 267,370 268,870 272,680 280,000

内減額利用分 377 266 427 403

6,532 4,647 7,251

430

215,000

委託事業 7,470 8,000

施設利用者 204,847 213,931 207,113 212,050

 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

53,379 55,000来場者 37,705 46,907 57,110

収
　
入

指定管理料 74,362 66,928 消費税除く※消費税込72,282千円

利用料金 187,425 155,713 利用料金

その他収入

合計 (A) 261,787 222,641

38,900 維持管理費

0

事業費 214,470 180,356
運営費、指定管理者納付金、水道光熱費、通信
費、保険料、減価償却費、広告宣伝費等

（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) 253,370 219,256

差引　(A)－(B) 8,417 3,385

支
　
出

人件費 0

事務費

施設維持管理費 38,900

上記のうち、使用料収入 453 538 474 509 608

（目標）

豊岡市の収入 (A) 55,243 52,154 47,498 49,609 54,371

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 72,092 70,879 71,249 72,282 79,692

豊岡市の支出 (B) 122,156 119,715 113,574 116,972 124,230

歳入歳出差引(A)-(B) △ 66,913 △ 67,561 △ 66,076 △ 67,363 △ 69,859

同、財政課所管修繕料



回 ～ 件

個所 ～ 件

 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

1 　平成29年11月23日 平成30年1月28日 342

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

1 平成29年4月1日 平成30年3月31日 79

他の利用者マナーに対するお声 全体案内で不明瞭な点については個別で案内実施

人気プログラムの増設・配置要望のお声 参加人数実績に合わせて、季節ごとに検討実施

冬季のアンケート実施もありプール動線の寒さへのお声 抜本的対策が必要か検討を行う

その他の方法
方法及び内容

実施日・回数等

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

高齢者に向けた腰痛ケアアクアの導入 朝に平均10名以上の参加 低体力と腰痛の方が参加しやすい

若年層に向けたマシン配置の変更増設 夜の来館者の増につながる
フリーウエイト面積拡大で使用しやす
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

 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

ｽﾀｼﾞｵ都度利用者の利便性向上
H30年4月開始案内　都度利
用

良いシステムだが90分以上を希望した
いとの声もある

ｽﾀｼﾞｵ新ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入に合わせたｲﾍﾞﾝﾄ実
施

定員での実施
最先端のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが導入されているこ
をに喜ばれている

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

水道使用量低減に向けて、節水装置(シャワー・カラン)を
導入

月間約15%程度の使用量削減となった

適正水道使用量に向けて、男女浴槽のバランス調整を行う 男女でのバランス不一致の為、流れ出す水量が減
り、月間約150tレベルの削減となる

従業員のマルチジョブによる効率勤務 フロント勤務+マシン勤務+プール指導など、一人
で多彩な業務を行う事により本人希望時間勤務が
可能

施設設備の修繕

■ 適正

故障の都度、補修を行っております。□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 平成29年4月11日（火）21時53分ごろに女性浴室のロッカールームで利用者が転倒

する事故が発生しました。怪我は軽傷で、1回通院したのみです。□ 不発生

施設設備の事故
□ 発生

■ 不発生



 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）

主な調査項目 調査結果・特記事項

PFI㈱が提出する運営業務報告、維持管理業務報告の
モニタリングを毎月実施

維持管理業務の修繕業務の実施範囲について、市とPFI
㈱で考え方に相違が生じており、一部個所について放
置されている状態である。
現在、市又はPFI㈱のどちらが修繕を実施すべきかにつ
いて協議中である。

実施していない場合の理由

■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。

 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 毎月

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

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 □ 適正である　 運営業務は適正に実施されているが、維持管理

業務の一部に市とPFI㈱で考え方の相違が生じて
いる。また、事業者提案のマネジメント業務が
十分に機能していない状況である。□ 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
修繕業務の実施範囲について、市とPFI㈱で考え
方に相違が生じており、一部個所について放置
されている状態である。
現在、市又はPFI㈱のどちらが修繕を実施すべき
かについて協議中である。

□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

サービス向上への
取組

■ 適正である　 □ 水準どおりである 明るい挨拶、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

■ 適正である　 □ 水準どおりである 利用者の意見は、指定管理者において
随時把握し、対応している。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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

適正に保護されている。
□ 改善が必要

経理事務の実施状
況

■ 適正である　 □ 概ね適正である
適正に処理されている。

□ 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

施等により、適切に対応している。□ 改善が必要


