
＊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) △ 494 △ 390 △ 590 △ 413 △ 1,894

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料

豊岡市の支出 (B) 494 390 590 413 1,894

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）

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 40,000 39,023

差引　(A)－(B) 3,450 △ 2,427

支
　
出

人件費 11,200 11,135 給料手当6,102、福利厚生費1,101、雑給等3,932

事務費

施設維持管理費 18,000 17,666
燃料費5,734、衛生費5,684、水道光熱費
5,385、修繕費200、支払手数料663

部門別管理費 8,500 8,057 管理部門支出の38.23％(取締役報酬、社員給与、租税公課など）

1,100 1,074 事務費3、消耗品費1,063、通信費8

事業費 1,200 1,091
広告宣伝費827、支払保険料69、賃借料162、
購読費22、その他11

雑収入 50 24 営業外収益(出店手数料、荷物取扱手数料など)

収
　
入

指定管理料

利用料金

その他収入

合計 (A) 43,450 36,596

43,400 36,572 自主事業売上

 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

大人67,150

小人 7,697 小人11,850

大人62,263 大人65,151 大人67,632 大人59,934

内減額利用分

小人 8,608 小人10,481 小人9,549

内免除利用分

総利用件数 69,960 73,759 78,113 69,483 79,000

R1
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 H27 H28 H29 H30

業務内容

　神鍋温泉ゆとろぎの使用等及び維持管理に関する業務を行う。

　住民及び来訪者の憩いと交流の場としてゆとろぎの施設を供することにより、地域の

活性化を図る。

 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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎ 所在地 豊岡市日高町栗栖野59番地の13

指定管理者名 株式会社日高振興公社 担当部局 日高振興局地域振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

□ 適正 大浴槽濾過機２機・ジェットポンプ２機は、経年劣化により能力が低下し
ており、修理又は取替えが必要。ガスボイラー３機は、センサー不良によ
るエラーが度々起こるため、メンテナンスの実施を予定している。男性サ
ウナは、使用頻度が高く劣化が早いため、悪臭も発生しており、木材の交
換が必要な状況である。

□ 概ね適正

■ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 12月29日（土）脳内出血により利用者の男性が倒れ、痙攣を起こしていた

ため救急車を要請した。□ 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

効率的な営業を行うため、９月より平日は13時からの営
業、土日祝日は12時からの営業に変更した。

利用割合は、15時までが約30％、15時以降が70％
となっており、集客率の低い時間帯を削った。

日別に見た場合、最も集客が悪い日であり、各機器のメン
テナンスも無休営業では困難なため、水曜日を定休日とし
た。

曜日別構成比率は約８％となっており、集客の増
減については大きな影響はない。

機械設備の不具合・故障を速やかに察知できるよう、機械
室の点検を１時間毎に実施するようにした。

湯温の管理を十分に行うことができ、機器の付け
忘れや切り忘れがなくなった。

 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

小人向けにガチャガチャを設置した。
11月から設置。
月平均45個販売。

内容がマイナー。

休憩室にストレッチスペースを設け、
マッサージグッズを置いた。

①小人がおもちゃにしていて迷惑。
②スペースが広くてゆっくりできる。

タオルと入浴のセット販売を開始した。
（平成30年４月～）

大人1,351名、小人102名
お得だとは思うが、買い取りでなくレ
ンタルにしてほしい。

15枚綴り回数券の販売を行った。 大人365ｾｯﾄ、小人19ｾｯﾄ 定期的に販売してほしい。

寒い。
24時間換気が義務付けられているため、浴室の換気も切
ることができない。その都度説明している。

 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

年間券や月間券を作るなど地元住民は安くしてほしい。
地元住民をターゲットとして、15枚綴り回数券を販売し
た。（通常、大人12枚6,000円が15枚6,000円）

サウナがくさい。
板の張り替えを行っているが、土台や足場などは対応で
きていない。今後対応する必要がある。

その他の方法
方法及び内容

実施日・回数等

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

合宿の学生が多くて、騒がしくて荷物の置き場もなく、迷
惑した。

繁忙期など、混雑が予想される日を張り紙でお知らせし
た。

 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 　30年　７月　22日 　31年　３月　31日 31

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し、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
利用者に丁寧な対応を行っている。

■ 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、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

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 利用客が少ない時間帯の営業時間を短

縮するなど、経費削減に努めている。□ 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 施設内の清掃や草刈り、各設備の点検･
修繕など適正に維持管理されている｡施
設の不具合が発生している。□ 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

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等の確認 概ね適正に処理されている。

実施していない場合の理由

閑散期と繁忙期の差が激しく、非常に波のある入込状況である。繁忙期は、集客上限（キャパオーバー）の対
策として、事前の混雑状況の周知徹底が求められる。閑散期は、マッサージサービスの実施やお土産品の充実
など、付帯収益増に向けた取組みを行う。改善が求められる部分としては、設備のメンテナンス・修理・修繕
が必要である。経年劣化により、能力の低下や故障が懸念されるが、特に濾過設備は故障した場合営業が行え
なくなる。また、（男性）サウナ室は、土台や足元の板は修繕が困難であるため、板の張り替えが出来ておら
ず、放置しておくと倒壊の恐れもあることから、適切な処置が必要である。

 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14日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


