
＊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 豊岡市立竹野北前館 所在地 豊岡市竹野町竹野50-12

指定管理者名 ㈱北前館 担当部局 竹野振興局地域振興課

業務内容

施設の管理運営

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成30年４月１日から令和5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

R1
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H27 H28 H29 H30

内免除利用分

総利用件数 181,260 165,358 126,600 122,200 125,000

内減額利用分

125,329 83,400 79,649

45,000

その他 136,785 80,000

浴場 44,475 40,029 43,200 42,551

 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

※その他は、北前館入場者数（総利用件数）から浴場利用者数を差し引いた人数を計上しており、研修・交流ホール、海
洋学習室等個々の利用人数は把握できていない。

収
　
入

指定管理料 9,145 9,145

利用料金 19,500 19,451 入浴料19,378　会議室利用料73

その他収入

合計 (A) 29,300 28,991

655 395 入浴用品

14,445
修繕料170、水道光熱水費10,527、備品消耗品費1,629
保守点検料1,349、減価償却費770

800 723 事務消耗品88、通信交通費635

事業費 3,000 3,257
広告宣伝費459、租税公課972、会費・交際費358
保険料332、車両費149、リース料55、雑費932

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 29,300 23,765

差引　(A)－(B) 0 5,226

支
　
出

人件費 11,000 5,340 給料・諸手当4,764、法定福利費489、厚生費87

事務費

施設維持管理費 14,500

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A)

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 9,443 9,335 8,955 9,145 9,230

豊岡市の支出 (B) 10,971 10,030 13,025 12,533 11,078

歳入歳出差引(A)-(B) △ 10,971 △ 10,030 △ 13,025 △ 12,533 △ 11,078

同、財政課所管修繕料 300



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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

トイレのウォシュレット設置を要望 令和元年夏までに設置する。

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話連絡で要望を受けている。

実施日・回数等

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

地元産野菜の定期販売 ４月～３月 継続してほしい。

ジオカヌーの実施 ４月～10月
山陰海岸ジオパークの魅力を満喫でき
た。

 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

公共交通の利用促進を図るイベントの開
催

９月
海を前にした飲食は大変、気持ち良かっ
た。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

レストランを業務委託に変更した。 レストラン部門の赤字解消につながった。

時間ごとの来場者数に応じた営業時間の検討 令和元年から燃料代等の削減のため変更予定

施設設備の修繕

■ 適正 ミュージアムにあるプロジェクションマッピングの電球交換
サウナのヒーター修理、エアコン分解清掃、浴室ドア修理

□ 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



 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

施設の管理状況及び修繕状況の確認
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

「日本海一望天然温泉」をコンセプトに温泉を中心に積極的な集客に努める。来客者の要望の多いコーンロッ
カーの設置やトイレのウォシュレット化、温水シャワーの設置等取り組みをおしすすめる。

 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

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 関係法令等を遵守し、適切な管理が行

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

浴場と貸室は適正に管理運営されており、
加えて、ジオカヌーなどアクティビティを
取り入れ、施設利用者の増加を図ってい
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

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
を心掛けている。□ 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 利用者の意見や要望を指定管理者にお
いて把握し、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

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

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、救命講習の受講等により適切に対
応している。□ 改善が必要


