
＊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 豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場 所在地 豊岡市日高町羽尻1510番地

指定管理者名 湯の原温泉オートキャンプ場組合 担当部局 日高振興局地域振興課

業務内容

　湯の原温泉オートキャンプ場の使用等及び維持管理に関する業務を行う。

　地域資源を活用した都市住民と地域住民との交流活動等を支援する。

　（主な施設：テントサイト、温泉施設、コテージ、バーベキュー棟）

 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３年３月31日まで 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 45,551 46,257 43,942 43,654 47,000

内減額利用分

28,251 26,940 26,666

13,500

温泉施設 28,086 28,000

テントサイト 12,036 12,669 12,049 12,423

 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

4,565 5,500コテージ 5,429 5,337 4,953

収
　
入

指定管理料

利用料金 46,000 42,045 ｺﾃｰｼﾞ18,074、ｷｬﾝﾌﾟ場16,256、温泉7,715

その他収入

合計 (A) 49,000 44,924

3,000 2,879
食堂262、売店1,532、自販機257、ﾗﾝﾄﾞﾘｰ76、
ｲﾍﾞﾝﾄ294、雑収入458

14,379
施設費7,993、委託費2,464、諸税負担金
3,444、減価償却費478

7,000 6,052
会議費39、交際費140、広告料276、燃料費2,939、
通信費234、印刷消耗品163、ｺﾞﾐ処理費681、ｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ費996、雑費584

事業費 4,300 4,634
温泉水2,300、原材料1,651、ｲﾍﾞﾝﾄ206、農園
112、雑費365

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 46,000 41,687

差引　(A)－(B) 3,000 3,237

支
　
出

人件費 17,000 16,622
役員報酬1,960、給料手当14,441、法定福利費
128、福利厚生費93

事務費

施設維持管理費 17,700

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

豊岡市の支出 (B) 6,086 8,643 10,495 4,134 3,419

歳入歳出差引(A)-(B) △ 6,086 △ 8,643 △ 10,495 △ 4,134 △ 3,419

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

0 　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由 多忙のため未実施

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

遊具広場に水たまりがある。 今後、排水路などの設置を検討します。

市道からの侵入路で路肩部のアスファルトが陥没し、コー
ンを設置しているが、危険である。

災害事業で改修を行いましたが、一部未改修で
す。

温泉施設の使用時間を延長してほしい。 営業時間の変更予定はありません。

その他の方法
方法及び内容

施設利用申込書に当施設の利用回数記入欄を作成し、リピーター数
を把握している。

実施日・回数等 受付時（毎回）

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

魚つかみ、餅つき、芋ほり体験の実施 ５、７、８月
子ども達の思い出になり、親も一緒に
楽しめました。

近隣施設の案内 毎回

施設内のハチ・アリ・カメムシを駆除してほしい。 見回り、清掃を実施します。

 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

 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

開設20周年になり、七夕イベントを計画 大雨で中止

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

豊岡市公共施設再編計画に係る組合の運営方針を検討
平成31（令和元）～令和２年度の２年間、アドバ
ンス株式会社の全面運営支援を受けることにし
た。

施設設備の修繕

□ 適正
給水用揚水ポンプユニット更新（６月）、汚水ポンプ更新（７月）、キャ
ンプ場電源ボックス取替（３月）

■ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 スケードボードで遊んでいた10歳男子が場内道路で転倒し、手首を骨折。

手術・入院等はなく、見舞金をお支払いした（５月）。□ 不発生

施設設備の事故
■ 発生 温泉施設の火災報知器誤作動により、消防車両が早朝緊急出動（９月）

漏電感知により、関電保安協会が夜間緊急出動（２月）□ 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

施設管理状況及び修繕状況等の確認
施設修繕が必要な箇所を確認。
収支状況は、税理士から随時報告を受けて
いる。

実施していない場合の理由

前年に引き続き、異常気象によるキャンプ場の閉鎖（４回）を余儀なくされ、大変厳しい１年であった。
豊岡市公共施設再編計画において、当施設の民営化の方向性が示されたことから、理事会内に「方針検討委員
会」を設置し、現指定管理期間中の今後２年間については、アドバンス株式会社の全面運営支援を受けること
とした。令和元年度の同委員会では、令和３年度以降の方向について検討する予定である。

 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 平成30年11月２日

職員配置等
□ 適正である　 ■ 概ね適正である

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 魚つかみ、餅つき、芋ほりなど、体験

メニューを提供し、利用者の思い出作
りに寄与している。□ 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 施設内の清掃や草刈りなど適正に維持
管理されている。施設老朽化のため、
設備の修繕が多い。■ 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

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 税理士の指導の元、適正に行われてい
る。□ 改善が必要

緊急時の対応
■ 適正である　 □ 概ね適正である 緊急時連絡網の整備や避難訓練の実施等

し､適切に対応している。時機を逸する
ことなく、市への報告を行っている｡□ 改善が必要


