
＊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) 0 △ 494 △ 390 △ 590 △ 294

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) 494 390 590 294

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）

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

合計 (B) 37,900 42,295

差引　(A)－(B) 1,350 △ 2,275

支
　
出

人件費 11,200 11,598 給与10,561、諸手当24、社会保険料1,013

事務費

施設維持管理費 17,000 19,510
燃料費6,001、衛生費5,716、一括資産売却費49、
水道光熱費7,105、修繕費110、支払手数料529

部門別管理費 7,000 8,332 管理部門合計支出38.35％(取締役報酬･管理部給与・事務費・事業費・租税公課など）

1,500 1,562 消耗品費1,555、通信費7

事業費 1,200 1,293
広告宣伝費964、運賃10、支払保険料107、接待交際費
13、旅費交通費8、賃借料167、購読費23、雑費1

営業外利益 250 261 事業外売上（出店手数料、荷物取扱手数料などの雑収入）

収
　
入

指定管理料

利用料金 39,000 39,759 自主事業売上

その他収入

合計 (A) 39,250 40,020

 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

68,000

小人 9,965 11,000

大人61,832 大人62,263 大人65,151 大人67,632

内減額利用分

小人 7,697 小人 8,608 小人10,481

内免除利用分

総利用件数 71,797 69,960 73,759 78,113 79,000

H30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26 H27 H28 H29

業務内容

住民及び来訪者の憩いと交流の場としてゆとろぎの施設を供することにより、

地域の活性化を図る。ゆとろぎの使用等及び維持管理に関する業務を行う。

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成26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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎ 所在地 豊岡市日高町栗栖野59番地の13

指定管理者名 (株)日高振興公社 担当部局 日高振興局　地域振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正
換気設備不具合については修繕を行ったが、汚物ポンプ不具合、ガスボ
イラー不着火エラー、サウナ修繕他経年劣化による故障や不具合箇所が
増えている。

□ 概ね適正

■ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 12月4日（月）女性利用客が膝をひねったとのことで自力で歩けなかった

ため救急車を要請した。□ 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

効率的なボイラー稼働を行うため、ペレットボイラー及びガスボ
イラーの運転時間・運転割合の調整を行った。

28年度よりガスボイラー優先稼働。燃料費は27年度約
7,400千円と比べ約5,900千円に削減。

入込状況に合わせ、営業時間を平日と土日祝日で変更した。（平
日は営業時間を1時間短縮し、12時からの営業とした）

入込が著しく少ない時間帯である11時～12時（29年度
実績で全体の6％）の時間帯を短縮した。

閑散期等集客が困難な時期に開催していたレディースデー等のイ
ベントを中止し、経費を削減した。

提供していたドリンク類月平均約7.5千円の削減。

 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

販売品のアイテム数を増やした。
新たに販売を開始したPPバンド

バッグは販売数40個売上57千円。
アメニティグッズ、ＰＰバンドバッグ等種
類を増やしてほしい。

ゆとろぎ3周年記念イベントの実施。 当日利用者297名。
季節湯開催、テント販売、足湯もあり楽し
めた。

15枚綴り回数券の販売。 大人350セット、小人19セット。定期的に販売してほしい。

サービスが悪くなった。
千本引きやレディースデー等景品提供のイベントがな
くなったため。口頭で説明、了承いただく。

 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

営業時間が分かりにくい。
営業時間や点検日（休館日）は、張り紙・ＷＥＢ・
ほっこり通信等で告知。

男女入替をしてほしい。 入れ替えの予定はないため未対応。

その他の方法
方法及び内容 コミュニケーション（会話）での把握。

実施日・回数等 接客対応時、その都度。

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

常連、地元住民向けの割引企画をしてほしい。
15枚綴り回数券の販売を行った。（3月15日～31日の期
間実施、大人350セット、小人50セット限定）

 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 過去に実施したが、反映できる意見・要望が少なく参考にならなかったため。



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し、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
利用者に丁寧な対応を行っている。

■ 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、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 経費削減のため、利用客の少ない時間の営業時

間の短縮を行っているが、燃料費の高騰によ
り、経費の縮減につながらない。料金設定が低
く、経営努力だけでは赤字を解消できない。□ 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、各設備の点検･
修繕など適正に維持管理されている｡
施設の不具合が発生する。□ 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

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、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

利用状況、施設の状況確認。 概ね適正に処理されている。

実施していない場合の理由

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。

 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７日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


