
(2) 地域資源のネットワーク化の推進と地域活性化に関する業務

＊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 たんたん温泉福寿の湯 所在地  豊岡市但東町坂野 470

指定管理者名  たんたん温泉運営管理組合 担当部局  但東振興局　地域振興課  地域振興係

(1) たんたん温泉福寿の湯の運営及び維持管理

(3) 市民と来訪者との交流活動に関する業務

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成29年4月1日～令和4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

業務内容

(4) 食堂及び売店の運営　他 →食堂は休業中

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 3,326 6,221 6,916 6,909 5,000

総利用件数 49,070 48,459 50,904 49,781 45,000

内減額利用分 19,628 19,384 22,907 22,401 18,000

45,000温泉施設 49,070 48,459 50,094 49,781

 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

利用料金 20,350 19,336 入浴料19,336

その他収入

合計 (A) 32,500 27,856

12,150 8,520 物販6,433、自販機手数料569、補助金他1,518

11,998
燃料費4,744、光熱水費5,447、修繕費468、温泉衛
生費1,249、地代90

1,310 2,368 事務費608、消耗品328、通信費153、租税公課539、雑費他740

事業費 5,851 5,556
物販仕入（委託販売）3,197、仕入(直販分）1,529
広告宣伝費611、外注費36、リース費他183

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 32,405 31,553

差引　(A)－(B) 95 △ 3,697

支
　
出

人件費 11,640 11,631 給料11,248、手当220、法定福利費93、厚生福利費70

事務費

施設維持管理費 13,604

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) 4,095 6,838 1,577 3,015 580

歳入歳出差引(A)-(B) △ 4,095 △ 6,838 △ 1,577 △ 3,015 △ 580

同、財政課所管修繕料



回 ～ 件

個所 件

7月（4日間）女性

 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 ・意見箱による取集にて代替⇒次年度は実施する。営業時間変更の反応

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

2 通年 60

・清掃が行き届いて清潔で気持ちよかった。 継続し維持する。（人的8H/日、コストはかかる）

（意見を記入してもらい収集）

（意見箱に入れた方の半数（約30件）は同上の評価）

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

・玄関周り、中庭へ花ﾌﾟﾗﾝﾀｰ設置
・館内要所へ花を飾る。

3月～12月
手入れが行き届いており、とってもき
れい。楽しましていただいている

（1名の男性ｽﾀｯﾌの努力の賜物）

・シャワー水圧が弱い ・シャワーポンプ応急修理にて改善

 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

１０周年に花ﾎﾟｯﾄ（苗）ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

　ｽﾀｯﾌ全員でが課題

大好評で毎年来る人あり。

・ひまわり畑（坂野区ふるさと会との
　協力事業）

8月～9月
・自分で摘み取り、持ち帰り自由がは
他には無いサービスでうれしかった。

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

・節水のためｼｬﾜｰに節水器具取付
　（試算上は2割の節水）

効果は１割程度ありの為継続する

・29年度に対して約5,300ℓ削減
　金額的には高値継続の為＋260千円
　（夏の猛暑・冬の高気温の効果：太陽光蓄熱）

・灯油削減の取り組み
　①浴槽シート張（浴槽を保温し湯温低下を防ぐ）を秋口
　から実施。
　②ボイラー点火時間のこまめな管理（気温、油温）
　➂納入業者（入札対象）を1社追加し競争原理の確保

施設設備の修繕

□ 適正
・浴室内の板壁・天井に黒カビ、腐食があり改善が必要。
・一部細い板等が落下している状況。
・シャワーポンプ経年劣化　（一部応急修理対応にて維持）

■ 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

・食堂の再開を望む。 収支・人的課題の解決が目途立たず



 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・運営状況及び修繕状況の確認 修繕・経営改善指導の実施

実施していない場合の理由

―

・前年対比で入浴客数は約1,100名減少した（7月の豪雨災害の影響大）7月▲795人
・提携カード割引、スタンプカード等の利用増により客単価は減少傾向である。
　スタンプカードへの押印条件の見直しを行う（集客UPの為少々過剰サービス気味であった）無料入浴券抑制
・収支改善
  営業時間の見直し
　　（平日4時間短縮（土日祝日　1時間短縮）　効果試算：経費人件費他で20％削減、収入減15%

 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 通年

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 関係法令等を遵守するとともに委託も

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 徐々に利用者の減少が続いており、利

用者の増に向けた対策が必要である。■ 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

□ 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 明るい挨拶、利用者に対して親切・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

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

施等により、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 概ね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。


