
＊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 豊岡市立出石永楽館 所在地 豊岡市出石町柳17番地の２

指定管理者名 株式会社出石まちづくり公社 担当部局 地域コミュニティ振興部文化振興課

業務内容

 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

・設管条例第３条第１項各号に規定する事業に係る業務
・永楽館への入館、使用およびその制限に関する業務
・永楽館の維持管理に関する業務

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

内免除利用分 1,902 2,494 2,395 2,175 -

総利用件数 18,066 25,696 22,316 21,085 23,000

内減額利用分 3,449 7,735 7,096 5,435 -

23,000入館者 18,066 25,696 22,316 21,085

 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 5,470 4,979

利用料金収入 8,200 7,901

その他収入

合計 (A) 15,670 14,328

2,000 1,448

豊岡市から

入館料5,098　使用料2,803

売店売上、委託手数料等

職員給与等

旅費、消耗品費、広告宣伝費等

売店仕入

光熱水費、舞台保守料等

2,700 2,730

事業費 1,000 62

補填金

（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) 15,400 15,251

差引　(A)－(B) 270 △ 923

支
　
出

人件費 8,700 8,781

事務費

施設維持管理費 3,000 3,678

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 5,589 5,635 5,589 4,979 5,300

豊岡市の支出 (B) 17,901 6,402 13,726 5,701 5,556

歳入歳出差引(A)-(B) △ 17,901 △ 6,402 △ 13,726 △ 5,701 △ 5,556

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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 その他の方法による

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

団体客が時間の都合上、同時に入館された時の靴の対応
スノコやシートを工夫して、バスの号車ごとに管
理する。

館内案内のサービスの基準は 予約優先で、繁忙期は30分に1回の時間制に変更

その他の方法
方法及び内容

入館された団体予約客の旅行担当者に、お気づきの点を常に聞くようにし
ている。

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

館内見学案内 通年
説明があると伝統芸能に興味が湧いて
くる。

歌舞伎や落語の常設展示 通年
実際に利活用しているところが、一目
でわかる。

 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

写真撮影 通年 記念に残るのでありがたい。

 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

冷暖房サービス 7～9月・12～2月 館内を快適にゆっくりと見学できる。

ミニ落語プラン 通年
興行の雰囲気が味わえて、見学もでき
るお得なプラン！

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

保守点検の休館日実施 観光入館と重ならないよう保守点検を行うことで、観
光への影響を避け、効率的な点検が実施できた。

施設設備の修繕

■ 適正
上記の階段が当時の階段でかなり古く劣化していましたので、文化財保
護法に基づき豊岡市と相談の上、取り換え交換を行いました。古い階段
は奈落に保管しました。

□ 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

豊岡市主催の永楽館歌舞伎時に舞台上手階段が外れて落下。
□ 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

実施していない場合の理由

平成29年度については、問題が発生したときに調査・対処することで対応した。平成30年度から、８月に定
期調査を行うこととしている。

今年度は貸館が過去最高金額になりましたが、貸切日には観光入館できないので入館収入が伸び悩みま
した。落語プランや期間限定イベントを実施し収益性を高めつつ、観光入館の増を図って上げていきま
す。また利益率の悪い興行時の売店業務を取りやめ、仕入れを無くし支出を抑えました。今後は売店収
入に変わる利益率の高い企画商品を通年で販売できるように考えていきます。

 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

職員配置等
□ 適正である ■ 概ね適正である 概ね適正であるが、事務遂行に遅滞な

きよう、適切な業務分担に努められた
い。□ 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 多くの取組みや工夫がルール上問題が

ないか、所管課と十分協議するよう努
められたい。□ 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 常に創意工夫し、魅力ある事業の実施

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 館内が常に美しい状況を保つよう努め
ている。□ 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 より満足度があがるよう、さまざまな
工夫に努めている。□ 概ね水準どおりである □ 水準を下回っている

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 丁寧な応対を行うとともに、利用者
ニーズの把握に努め、それをすぐに館
の運営に反映するよう努めている。□ 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 情報公開への備えに不備は見当たらな

い。□ 改善が必要

個人情報の保護
■ 適正である □ 概ね適正である

個人情報は適正に保護されている。
□ 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 概ね適正であるが、指定管理業務と公
社の支店業務の区分けをより明確にす
るよう努められたい。□ 改善が必要

緊急時の対応
□ 適正である ■ 概ね適正である 概ね適正であるが、緊急事態の発生に

備え、連絡網の整備や避難訓練の実施
に引続き努められたい。□ 改善が必要


