
＊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。

合計 (B) 8,600 11,237

差引　(A)－(B) △ 3,260 △ 5,535

支
　
出

人件費 3,360 3,674 賃金

事務費

施設維持管理費 40 40 消防点検

500 510 消耗品、諸会費、支払手数料等

事業費 4,700 7,013
融資返済 6,618千円 ※元金返済を増額
利息 395千円

収
　
入

指定管理料

利用料金 5,040 5,542 施設使用料（バリューマネジメント㈱）

その他収入

合計 (A) 5,340 5,702

300 160 スイーツ委託販売手数料

 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

9,500

ホテル宿泊者 311 1,500

豊岡1925来店者 29,137 8,619 4,967 7,311

内減額利用分

744 977 1,217

内免除利用分

総利用件数 29,448 9,363 5,944 8,528 11,000

H30
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H26 H27 H28 H29

業務内容

菓子を題材とした地域活性化のための展示会、販売会等の開催及び情報発信に関する業務

市民と来訪者との交流活動に関する業務

交流館の施設の使用に関する業務等

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成２６年４月１日～平成３１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 豊岡市立まちなか交流館 所在地 豊岡市中央町１１番２２号

指定管理者名 一般社団法人ノオト 担当部局 環境経済部　環境経済課　商工振興係



 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。

回 ～ 件

個所 ～ 件

結婚式に参列時、ドレスは薄着になりがちですが、予備で
もっていったカーディガンが必須なくらい室内なのにホー
ルが寒かった。

ホールが吹き抜けの空間である為、冬場はお客様
より非常に寒いというご指摘を多数頂いていま
す。灯油ストーブなど追加購入し利用しています
が効果が薄い為、空調の強化や暖房効率を上げる
為のサーキュレーター等が必要です。

客室が少ないため必然的にスタッフが常駐していないのは
仕方ないが、ホテルに入ったときにスタッフが出て来るタ
イミングが若干遅く少し戸惑った。対応自体はとても良い
ので、客が来館したことをスタッフルームからもわかりや
すくした方が良いのではと思った。

・宿泊されるお客様の来館時間確認の徹底や、
チェックイン、チェックアウト時の人員配置の見
直しなど、確実にお出迎えとお見送りを行える
様、オペレーションの見直しを行いました。

お料理も全部美味しく、プレゼンも的確で大変に満足の高
いものでした。日本酒のマリアージュも嬉しい！隣の銭湯
が素晴らしい。私は温泉地の出身ですが、あの雰囲気は他
にない。是非残し続けて欲しいです。その他朝、円山川を
散策してコウノトリにも会えました。素敵な時間をありが
とうございました。

・来館前や、チェックイン時にお客様のニーズを
ヒアリングし、周辺の観光地などを積極的に提案
するコンシェルジュスキルの強化に努めていま
す。

その他の方法
方法及び内容

・オフィシャルホームページの問合せメール
・宿泊予約サイトの口コミ（一休、じゃらん、など）
・口コミサイト（トリップアドバイザー、食べログなど）

実施日・回数等 インターネット上で随時実施

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

食材の味がしっかりしていてとても美味しかったです。お
肉やお魚はもちろんおネギも美味しかったです。従業員の
方も気さくでとても良い距離感で心地よかったです。その
他お部屋のテーブルと椅子の隙間が少し狭かったので、も
う少し余裕があれば嬉しかったです。一人旅でも個室で対
応して頂けてとても快適でした。ありがとうございました

・客室のレイアウトを見直しました。
・導入研修、マインド・ナレッジ・スキル研修、
マネジメント研修、テスト実施など、業務時間の
20%を教育に充て、サービスの向上に努めていま
す。

 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

423 2017年 4月 1日 2018年 3月31日 423

実施していない場合の理由

歳入歳出差引(A)-(B) △6 △ 304 △6 △7 △7

同、財政課所管修繕料 298

上記のうち、指定管理料

豊岡市の支出 (B) 6 304 6 7 7

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）

（単位：千円）

年度 H26 H27 H28 H29 H30



人気生活雑貨店の販売イベントの実施
（ハクトヤ展）

開催した１０月は来館者が
大幅に増加（昨対比１９
４％伸長）、計２５日間で
約９０万円。

（来館者）
・こういった生活雑貨店は豊岡に少な
いのでとても嬉しい。商品量もあって
見応えがあるので、期間中に何度か見
にくる予定。ぜひ今後も開催して欲し
い。

（生活雑貨店オーナー）
・豊岡のお客様の反応がとても良く、
沢山の素敵な出会いも頂き充実した展
示会となりました。歴史的な素晴らし
い空間で、とてもやり甲斐がありまし
た。

飲み放題付き宴会プラン（6,000円/人
～）の充実（歓迎会・送別会・忘新年会
向け）

宴会利用が大幅に増加し、
レストラン売上が昨対比１
５０％伸長（１２月は昨対
比３００％伸長）

・本格的なフランス料理が大人数で利
用できる宴会場が近隣には少ないので
嬉しい。

みんなのピアノコンサートの定期開催
（カフェコンサート８回、ディナーコン
サート３回、毎月第３土曜日開催「19時
25分の音樂會」３回）

コンサートをきっかけに、
普段から来館頂ける市民の
方が増加（のべ約７００名
のお客様が来館）。コン
サートとセットでオリジナ
ルスイーツを提供すること
で、お菓子のＰＲにも繋
がった。

（来館者）
・雰囲気も良く、素晴らしいコンサー
トでした。お菓子も色んな種類が食べ
られて大満足です。

（演奏者）
・音がとても綺麗に響く空間でした。
歴史があり地域のシンボルのような施
設で演奏できて光栄です。

ブライダルフェア（デザートビュッフェ
体験付ウエディング相談会、婚礼フル
コース試食会、オープン2周年記念挙式
料無料キャンペーン）の実施や、地域情
報誌への広告出稿

婚礼会場として認知され、
定着した。（平成２８年度
に４組だったのが平成２９
年度は８組に倍増。平成３
０年度はさらに上回る見込
み）

・おもてなしをされる楽しみや喜びを
自分自身が感じ、こんな気持ちをゲス
トにも味わってもらえるんだったら、
絶対にここで結婚式をやろうと決めま
した。

日本屈指の人気と実力があるシェフや、
但馬の人気シェフによるお菓子教室・講
演会「午後３時のアトリエ」の実施

・お菓子教室・講演会を
きっかけに普段から来館頂
ける市民の方が増加（のべ
１２５名のお客様が参加）

・一流のお菓子づくりが学
べる場所としても認知が広
がった。

・ここ豊岡に居ながらにして垣本シェ
フ・西川シェフの講座に参加出来ると
いうことが本当に貴重な体験でした。
今後もぜひ大人向けの講座や、豊岡市
の魅力をアピールできる、まちづくり
をどうぞよろしくお願いいたします。

 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

平日限定訳あり素泊まりプラン（9,000
円/人～）の販売（宴会の予約がある平
日を中心に通常より安価に販売）

・ドリンク飲み放題のラウンジにたく
さんお酒の種類もあり、とても良かっ
たです。

ビジネス利用を中心に平日
の稼働率アップ（１１月は
稼働率７５％を達成）



年間を通して売上が好調で昨年対比１４８％伸長、指定管理４年目にしてホテル運営に係る事業の黒字化を実
現しました（管理に関わる部分は融資返済の為、赤字）。売上好調の要因は以下４点があげられます。

①宴会利用が大幅に増加（歓送迎会、忘新年会など）
②平日の宿泊稼働率が増加している（ビジネス利用が中心で１１月には稼働率７５％を達成）。
③地元のカップルを中心に婚礼が増加（平成２８度４組→平成２９年度８組）
④各種イベント（お菓子教室、みんなのピアノコンサート、ハクトヤ展など）により市民の交流拠点として認
知された。

一方で当施設のコンセプトである「お菓子」に関しては有名シェフを招いた教室やセミナーの開催、お菓子と
音楽をテーマにした定期的なカフェコンサートの開催など、市民交流型のイベントを開催し、参加者の皆さま
から高い評価を頂くことができました。今後は豊岡・但馬エリアの食・観光のブランディング施設としてのイ
メージを定着させ、更なる売上拡大とそこで生み出した利益を地域のまちづくりに還元できるように運営を
行っていきたいと考えます。

施設設備の修繕

■ 適正

□ 概ね適正

□ 改善が必要

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）

利用者の事故
□ 発生

■ 不発生

施設設備の事故
□ 発生

■ 不発生

清掃・締め作業・戸締まりなど、デイリー業務の定型化可
能なものはチェックリストを作成し、属人性をなくした。

アルバイトスタッフを含めて全員が抜けや漏れな
く確実に実施できるようになり、クオリティも高
まった。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

予約システムから予約台帳へ手作業で１項目ずつ移動して
いたものをマクロを組み、一括で入力・転記ができるよう
にした。

顧客あたり、転記の時間が1/6に短縮された。転
記ミスによる抜けや漏れがなくなり満足度向上に
つながった。

顧客の対応履歴をWEB台帳に残すことで、翌日への引き継
ぎ、リピート利用で再度来館があったときに全スタッフが
過去の履歴を自身で確認することができるようになった。
（これまでは、その日のシフトを確認→対応者を確認→連
絡をとって質問して把握の流れ）

顧客あたり、確認の工数が1/5に短縮された。

サービススタッフの導線の改善
基本的にキッチンの中に備品・装置を設置していたため
毎回裏手に入りお客様の前から離れなければならなかっ
た。表にコーヒーマシーンや必要備品を設置。

時間としては各アクションにおいて10-20秒弱ほ
どの時短ではあるが、サービススタッフが表にい
られるようになったため、急なご希望の依頼など
お客様対応に迅速に対応ができるようになった。

 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



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 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 アンケート等により利用者の意見、
ニーズを把握し、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 菓子を題材とした賑わいと交流の拠点

に沿った事業を強化する必要がある。■ 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

職員配置等
□ 適正である　 ■ 概ね適正である 適切に人員配置がされ、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
市民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

 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30年5月29日


