
(2) 地域資源のネットワーク化の推進と地域活性化に関する業務

＊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  豊岡市立たんたん温泉福寿の湯 所在地  豊岡市但東町坂野470

指定管理者名  たんたん温泉運営管理組合 担当部局  但東振興局　地域振興課  地域振興係

(1) たんたん温泉福寿の湯の管理、運営

(3) 市民と来訪者との交流活動に関する業務

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成29年4月1日～平成34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

(4) 食堂及び売店の管理、運営　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 3,383 3,326 6,221 6,916 7,000

総利用件数 50,622 49,070 48,459 50,904 53,000

内減額利用分 17,718 19,628 19,384 22,907 26,500

53,000温泉施設 50,622 49,070 48,459 50,094

 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

収
　
入

指定管理料

利用料金 25,000 20,297 入浴料

その他収入

合計 (A) 33,600 30,368

8,600 10,071 物販6,551 食堂1,359 自販機625 その他1,536

12,244
燃料費4,506　光熱水費5,774　修繕費450　温泉
衛生費1,399　地代115

1,540 2,217 事務費525　消耗品311　通信費121 租税公課672 雑費他588

事業費 7,560 6,525
物販仕入3,319（委託販売）
仕入2,091（食堂、直販分）
広告宣伝費607　リース費他508

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

合計 (B) 33,600 33,411

差引　(A)－(B) 0 △ 3,043

支
　
出

人件費 12,300 12,425 給料11,967　手当220　法定福利費175　厚生福利費63

事務費

施設維持管理費 12,200

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 0 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) 961 1,102 3,068 1,577 2,858

歳入歳出差引(A)-(B) △ 961 △ 1,102 △ 3,068 △ 1,577 △ 2,858

同、財政課所管修繕料



回 ～ 件

個所 件

7月（4日間）女性

 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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

2 通年 60

・清掃が行き届いて清潔でよかった。
継続し維持する。（人的8H/日、コストはかか
る）

（意見を記入してもらい収集）

（意見箱に入れた方の半数（約30件）は同上の評価）

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

・玄関周り、中庭へ花ﾌﾟﾗﾝﾀｰ設置 3月～12月
手入れが行き届いており、とってもき
れい。

（1名の男性ｽﾀｯﾌの努力の賜物）

・風呂の種類を増やしてほしい。 困難

 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

・9周年に花ﾎﾟｯﾄ（苗）ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

　ｽﾀｯﾌ全員でが課題

大好評で毎年来る人あり。

・ひまわり畑 8月～9月 切り花ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは好評であった。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

・節水のためｼｬﾜｰに節水器具取付（年度末）
　（試算上は2割の節水）

効果を確認中（上下水道代）

施設設備の修繕

□ 適正
・浴室内の板壁・天井に黒カビ、腐食があり改善が必要。
・一部細い板等が落下している状況。
・浴室内壁灯に生産中止品があり取替えが必要（在庫少）

■ 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

・食堂の再開を望む。 収支・人的課題の解決が目途立たず



 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

施設管理・運営状況及び修繕状況の確認 修繕・経営改善指導の実施

実施していない場合の理由

―

・前年対比で入浴客数は約2,400名増加し3年ぶりに50,000人/年間に達成したが、各種カード割引等の利用増
　により客単価は減少傾向である。
・収支改善　売上高（客単価）向上のため、売店部門の改革を計画中。（土産品等も置くことを考えてい
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 通年

職員配置等
■ 適正である　 □ 概ね適正である 適正な人員配置がされ、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　 □ 水準どおりである 徐々に利用者の減少が続いており、利

用者の増に向けた対策が必要である。■ 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 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

□ 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 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

□ 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

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 概ね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。


