
＊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 豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場 所在地 豊岡市日高町羽尻1510番地

指定管理者名 湯の原温泉オートキャンプ場組合 担当部局 日高振興局　地域振興課

業務内容

地域資源を活用し、都市住民と地域住民との交流等の活動の支援する。

オートキャンプ場の使用等及び維持管理に関する業務。

主な施設：テントサイト、温泉施設、コテージ、バーベキュー棟

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成27年4月1日から平成30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

H30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26 H27 H28 H29

内免除利用分

総利用件数 42,603 45,551 46,257 43,942 46,500

内減額利用分

28,086 28,251 26,940

13,000

温泉施設 27,473 28,000

テントサイト 9,876 12,036 12,669 12,049

 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

4,953 5,500コテージ 5,254 5,429 5,337

収
　
入

指定管理料 0 0

利用料金 41,500 43,065 ｺﾃｰｼﾞ19,563、キャンプ場15,487、温泉8,015

その他収入

合計 (A) 44,500 45,972

3,000 2,907
食堂263、売店1,596、自販機259、ﾗﾝﾄﾞﾘｰ63、
ｲﾍﾞﾝﾄ312、雑収入414

15,037
施設費8,330、委託費2,479、諸税負担金3,729、
雑費499

7,000 5,564
会議費1、交際費193、宣伝広告料286、燃料費2,358、
通信費202、印刷消耗品156、図書費8、ｺﾞﾐ処理費649、
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費1,018、雑費693

事業費 6,500 5,159
温泉水2,300、原材料1,584、イベント264、
農園37、雑費974

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

合計 (B) 40,800 41,787

差引　(A)－(B) 3,700 4,185

支
　
出

人件費 14,500 16,027
役員報酬1,710、給料手当14,198、法定福利費112、福
利厚生費7

事務費

施設維持管理費 12,800

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 0 0 0 0

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料

豊岡市の支出 (B) 6,086 8,643 10,495 2,354

歳入歳出差引(A)-(B) 0 △ 6,086 △ 8,643 △ 10,495 △ 2,354

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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 多忙で実施せず。

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

コテージのカメムシ、キャンプサイトのハチ・アリの駆除 清掃の徹底に努める。

温泉のあるキャンプ場で気持ちが良い。 適正な施設管理に努める。

市道からの進入路に路肩部のアスファルトが陥没しコーン
を設置しているが危険である。

災害事業で改修いただいたが、一部未改修であ
る。

その他の方法
方法及び内容

施設利用申込書に当施設の過去利用回数の記入欄を作成、リ
ピーターが多く満足頂いている。

実施日・回数等

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

魚つかみ、餅つき、芋ほり体験の実施 5、7、8月ほか 子供たちのいい思い出になった。

 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

 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

部門別収支試算表、経営改善計画（素案）を作成した。 翌年度以降の業務改善や経費削減の基礎資料とし
たい。

施設設備の修繕

□ 適正

市当局の予算でコテージウッドデッキ修繕工事ほか、組合単独で男子大
便器洋式化工事、給湯器取替工事実施する。

□ 概ね適正

■ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 Ｈ29.8.5(土)キャンプ宿泊者がバーベキューを行っていた際、子どもが

持っていた熱いトングが左目にあたり、但馬救命センターへ救急車によ
り救急搬送。手術・入院等なく、当日夜にキャンプ場に戻られた。□ 不発生

施設設備の事故
■ 発生 繁忙日の週末、上水中継ポンプの不調で休日に市の給水車の支援をいた

だいた。□ 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

施設点検・関係書類等の確認。
収支状況は、毎月税理士から報告を受けている。

施設の修繕必要箇所の確認。
書類により、事業内容を確認。理事会への出
席により、情報共有。

実施していない場合の理由

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、１１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。

 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29年11月10日他

職員配置等
□ 適正である　 ■ 概ね適正である

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

関係法令等を遵守している。
□ 改善が必要

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 魚つかみ、餅つき、芋ほりなど、体験

メニューを提供し、利用者の思い出作
りに寄与している。□ 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 施設内の清掃や草刈りなど適正に維持
管理されている。老朽化のため、設備
の修繕が多い。■ 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

□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 利用者に対して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

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

経理事務の実施状
況

□ 適正である　 ■ 概ね適正である 税理士の指導の元、適正に行われてい
る。□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 緊急時連絡網の整備や避難訓練の実施等

し､適切に対応している。時機を逸する
ことなく､市への報告を行っている｡□ 改善が必要


