
＊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) △ 19,146 △ 15,386 △ 14,553 △ 19,058 △ 14,441

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 14,606 14,606 14,326 14,466 14,466

豊岡市の支出 (B) 19,421 15,556 14,648 19,114 14,525

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 275 170 95 56 84

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

合計 (B) 15,851 15,531

差引　(A)－(B) △ 89 307

支
　
出

人件費 9,094 9,887 職員給与5,458 夜間受付1,417 プール監視員675 社会保険料837 本社動員費・管理費1,500

事務費

施設維持管理費 4,423 4,005
上下水道費1,026　電気使用料964　修繕費1,364　検査
手数料69　薬剤費145　機械警備167　消防設備点検25
電気設備点検91　租税公課46　その他108

898 641 通信費100 備消品費456 リース料85

事業費 1,436 998
出張費30　本社出張費12　燃料費252　印刷製本費114
保険料43　郵券料15　宣伝広告費50　自主事業482

310 482 自主事業売上
収
　
入

指定管理料 14,466 14,466 指定管理料

利用料金 986 890 利用料金

その他収入

合計 (A) 15,762 15,838

 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

1,990 2,000

テニスコート 138 71 73 50 70

トレーニングルーム 3,116 3,361 3,191 3,847 3,900

6,800

グラウンド 3,642 3,654 4,543 5,856 5,900

利
用
状
況
内
訳

アリーナ 7,431 7,528 7,374 6,686

プール 2,336 2,176 1,523

内減額利用分 7,656 7,476 8,608 9,978

内免除利用分 1,317 1,113 1,446 1,070

総利用件数 16,663 16,790 16,704 18,552 18,670

平成30年度
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成29年4月1日から平成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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市竹野B＆G海洋センター及び豊岡市立竹野中央公園 所在地 豊岡市竹野町竹野3102-2、豊岡市竹野町須谷1395

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正

施設電気系統修繕、天井防水修繕、中央公園ベンチ修繕□ 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

修繕業者等に頼らず、自社での修繕実施 経費削減

GG総合大会の実施 3月
他施設（全但バス管理施設）にて、予選大会を行い、決勝大会を
但馬ドームで実施。利用者から他施設との交流ができてよかっ
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

プール日陰の確保 8月 陰があり、ありがたい。

サービス研修の実施 2月

日々の清掃業務 通年
いつも気持ち良く使用させて頂いてお
ります。

グラウンド整備及び除草 通年 行き届いており気持ち良い。

 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

日々の清掃ができている。 今後も維持向上していきます。

中央公園の駐車場を拡大して欲しい。
白線がなく、乱雑な駐車状況となっている。平成
30年度、白線を引き、今後市と検討していく。

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話等直接要望

実施日・回数等 随時

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

1 　　　29年4月1日 　　　30年3月31日

夏場の扇風機を購入して欲しい。 平成29年度は購入せず、次年度購入予定です。

 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

1 　　　29年12月10日 　　　29年12月10日 13

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、ＡＥＤ講習の受講等により、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 外部講師を招き、研修を実施する等利
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 利用者のニーズ把握に努め、実施可能
な内容に対して、必要な対応を実施し
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 ニーズ把握や閑散期の室内グラウンド

ゴルフ大会等自主事業の実施やＰＲに
努め、利用者数増加に努めている。□ 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・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 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
市民要望及び管理者要望の確認

管理運営上の助言
市民要望の把握依頼
破損箇所等の定期的な施設確認と修繕

実施していない場合の理由

　平成29年度は、他の施設の工事が影響し、グラウンドを中心に利用者数が増えたが、大きな事故もなく終
えることができた。全体的な利用者数は増えたが、アリーナ及びテニスコートの利用者数が減っており、今
後、定期団体を含めて、利用者数を増やす事に努力していく。特に冬季のアリーナ利用者数を増やすため、
平成29年度初めて実施し大好評であった室内グラウンドゴルフの回数を増やし、利用者数を増やしていく。

 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28日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


