
＊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) △ 5 △ 29 △ 3,586 △ 56,690 △ 9,595

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料

豊岡市の支出 (B) 31 29 3,586 56,690 9,595

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 26 0 0 0 0

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 26 27 28 29 30

合計 (B) 54,631 50,630

差引　(A)－(B) 0 7,428

支
　
出

人件費 10,248 10,176 浴場職員給与4,214　清掃職員給与5,962

事務費

施設維持管理費 44,383 40,454
賃金1,005　消耗品費1,889　燃料費2,770　光熱
水費21,047　修繕料2,669　委託料9,020　等

事業費

収
　
入

指定管理料

利用料金 45,366 51,809 入浴料 51,779　会議室使用料 30

その他収入

合計 (A) 54,631 58,058

9,265 6,249 物品販売・自販機販売収入　等

 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

市民入浴 11,416 12,797 13,746 12,392 12,300

利
用
状
況
内
訳

22,730 22,500

住民入浴 19,200 20,170

一日入浴 17,790 21,536 20,314

16,393 14,336 14,200

33,800

契約入浴 88,989 89,400

一般入浴 36,118 34,037 30,635 34,171

内減額利用分 139,410 157,057 141,086 142,839

99,384 88,162 90,418

141,300

内免除利用分 19,803 20,476 18,229 17,308 17,000

総利用件数 195,331 211,570 189,946 194,318 192,200

Ｈ30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

業務内容

施設の管理運営等

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 H27年4月1日からH30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 豊岡市立城崎温泉交流センター 所在地 豊岡市城崎町今津290番地の36

指定管理者名 城崎町湯島財産区 担当部局 城崎振興局地域振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正
ボイラー修繕、滅菌装置修繕、誘導灯・火災報知設備修繕、キュービク
ル遮断機修繕、サウナ制御盤修繕、ドライサウナ床板等修繕、券売機修
理、一人掛けソファ張替修繕、大浴場電動弁取替修繕

□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
□ 発生

■ 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

市により、エネルギー転換工事を実施していただくと共
に、光熱水費を毎月チェックし経費削減に努めた。

経費削減（燃料費・ガス代・電気代の合計金額
で、対前年度比約11％減）

 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

会議室使用料の減免適用基準を作成した 12月
使用料が安くなって利用しやすくなっ
た。

 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

その他の方法
方法及び内容

苦情・ニーズ等直接職員が聞き、基本的にはその場で対応
し、対応できない案件は、随時事務所（城崎温泉課）にて対
応している。

実施日・回数等

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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

 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

実施していない場合の理由



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 入浴者に対し、明るい挨拶、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

事業の実施状況
■ 水準を上回っている　 □ 水準どおりである 城崎町湯島財産区営浴場と同様、良好

に管理運営されている。□ 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
入浴者の要望及び管理者要望の確認

修繕の実施
管理運営上の助言

実施していない場合の理由

　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。

 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

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


