
＊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 豊岡市立道の駅「神鍋高原」 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

業務内容

　道の駅「神鍋高原」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、来訪者と住民との交流により、地域の活性化を図るため、休憩

施設等の提供、観光及び道路情報等の提供、地域特産品等の展示即売を行う。

 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

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 110,033 95,315 98,400 91,218 103,000

内減額利用分

 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

雑収入 0 632 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) 130,000 36,478

130,000 35,846 自主事業売上

6,022
衛生費1,119、水道光熱費4,135、修繕費30、
減価償却費369、支払手数料197、その他172

部門別管理費 8,300 8,260 管理部門支出の39.20％(取締役報酬、社員給与、租税公課など）

900 1,462 事務費18、消耗品費1,088、通信費356

事業費 1,200 1,165
広告宣伝費563、接待交際費70、旅費交通費
2、賃借料444、その他86

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 30,000 29,921

差引　(A)－(B) 100,000 6,557

支
　
出

人件費 13,500 13,012 給料手当10,632、福利厚生費1,991、雑給389

事務費

施設維持管理費 6,100

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) 5,851 50,657 4,258 4,437 8,271

歳入歳出差引(A)-(B) △ 5,851 △ 50,657 △ 4,258 △ 4,437 △ 8,271

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 ご意見等は、随時口頭で確認している。

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

温泉施設がある事が分かりにくい。
道の駅正面入口看板に矢印で誘導するとともに、
売店閉店後は、売店入口前に案内ボードを設置し
て温泉があることを表示した。

山椒味噌試食スプーンが１個しかなくて、衛生的でない。 爪楊枝を設置し、改善した。

イベント時の駐車場スペースが少ない。
臨時駐車場を設けているが、分かりにくいような
ので、看板を追加設置し、誘導した。

その他の方法
方法及び内容

口頭、電話等による直接要望
フェイスブックや全国道の駅連絡会のモニタリング結果など

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

季節に応じたワークショップ ４月、８月、12月、２月
節句の切絵、夏休み工作、寄せ植え
等、時期がくると参加したいと思う。

季節の振る舞い 12月～３月
杵つき餅が食べられる機会が少ないの
で、良かった。

 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

スキーグッズの販売 12月～２月 忘れてもあって助かった。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

冬季（12月～３月）営業時間の短縮 経費節減となった。

レジ袋の使い分け
野菜のレジ袋は無地を使用し、お土産物用（ロゴ
入り）との使い分けをし、経費節減に努めた。

施設設備の修繕

□ 適正
高圧受変電設備等修繕（９月）
イベントホール照明等修繕（３月）

■ 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

出来る限りの要望、意見は反映するように努めている。引き続き、イベント等で新規利用者の獲得に努めた
い。また、兵庫県内の高校生の作品（花・クッキー・缶詰等）をＰＲする場として活用する。

 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

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

事業の実施状況
□ 水準を上回っている　 ■ 水準どおりである 各種イベントを開催し、集客に努めて

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。□ 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 地域資源を活用したイベントを実施
し、集客に努めている。□ 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 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

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し、適切に対応

している。□ 改善が必要


