
＊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 豊岡市立まちなか交流館 所在地 豊岡市中央町１１番２２号

指定管理者名 一般社団法人ノオト 担当部局 環境経済部　環境経済課　商工振興係

業務内容

菓子を題材とした地域活性化のための展示会、販売会等の開催及び情報発信に関する業務

市民と来訪者との交流活動に関する業務

交流館の施設の使用に関する業務等

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成２６年 ４月 １日～平成３１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 9,363 5,944 8,528 9,457 11,000

内減額利用分

977 1,217 1,314

9,500

ホテル宿泊者 744 1,500

豊岡1925来店者 8,619 4,967 7,311 8,143

 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 5,940 6,347

その他収入

合計 (A) 6,020 6,416

80 69 スイーツ委託販売手数料

520 121 会費96、区費25

事業費 4,412 4,596 融資返済4,164、利息432

（単位：千円）

年度 H27 H28 H29 H30 R1

合計 (B) 8,632 8,656

差引　(A)－(B) △ 2,612 △ 2,240

支
　
出

人件費 3,700 3,939 賃金

事務費

施設維持管理費

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 0 0 0 0 0

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) 304 6 7 7 7

歳入歳出差引(A)-(B) △ 304 △ 6 △ 7 △ 7 △7

同、財政課所管修繕料 298



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

約2,000 H30.4.1 H31.3.31 1594

実施していない場合の理由
上記の他、数が多く数えられない紙のアンケートを実施している。
実際は更に、かなり多い実施・回答数となる

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

　　　年　月　日 　　　年　月　日

とても素敵な空間で満足しました。階段のところ、又お部
屋の壁の所が、剥がれている所がありました。

市と調整し、修繕を検討中です。

就寝時、ホテルの外を歩く人の声がうるさく、熟睡出来な
かった。防音対策を施す等、考慮願いたい。

施設の構造上の特性や、建物を可能な限り当時の
ままで残すというコンセプトをお客様に伝えて、
ご理解いただけるように努めている。また建物の
良さを活かしつつ、可能な限り防音対策が出来な
いかを現在検討中です。

ラウンジが良いですね。アルコールもいただけて大活用さ
せていただきました。朝食のプレートがプラスチックで
安っぽくて残念。せっかくオシャレなのに！

朝食のプレートをプラスチックから、木製に変更
済み。

その他の方法
方法及び内容

レストランや結婚式をご利用のお客様にはご精算時にアン
ケートにご協力依頼を実施している。

実施日・回数等 都度実施

利用者からの主な意見・要望等 対応状況

ホスピタリティは充分すぎるくらい気持ちよく過ごせまし
た、ありがとうございます。１点だけ部屋でのWi-Fi利用
ができなかったのが残念ではありましたが、テレビは無く
てもゆっくりできてよかったです。

①Wi-Fi設備の見直し、再設定
②機器の相性の問題があるため、全部屋に無料の
スマートフォンを設置し、そのスマートフォンを
利用できるようにした、かつそのスマートフォン
からテザリングにてパソコン・ゲストのスマホが
インターネットに接続できるようにした。



 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

各種イベント参加

・豊岡市商工会議所さま主催のとくまる
ゼミナールに参加し、お料理教室を実施
・豊岡総合高校のお仕事カフェにて、
ウェディングプランナー・宿泊業務につ
いて高校生に職業内容の説明

＜とくまるゼミナール＞
子供と一緒に本格的なお菓子の作り方
を学ぶことが出来た

＜お仕事カフェ＞
その人の一生に一度の結婚式に携われ
てすごいと思った
地元にこのような取り組みをしている
建物があることを知らなかった

とくまるゼミナール　７月
お仕事カフェ　３月

ワンノート豊岡との共同企画
「フランスの１日」

通年

特に声はないが、下記の実績を残すこ
とができた

・フランス郷土料理 280  食完売
・新聞社 2  社取材、新聞掲載
・総来場者数は 500  名強

一般社団法人ワンノート様のご協力の
元、月に一度ジャズやボサノヴァ音楽を
中心としたイベントを開催している。

１月～１２月
ジャズやボサノヴァを生で聞ける機会
は中々ないのでうれしい

クリスマス（ノエル）イベント

（クリスマス限定の特別メニュー、生演
奏付き）

40組77名様にご利用をいただきました

１２月
美味しいお食事と素敵な演奏を楽しめ
ました

関西在住の雑貨店に協力いただき、期間
限定の物販イベント「晩夏のよそおい」
を実施。

７月１５日～９月２日
中々行けない篠山や大阪の方のお店も
呼んでくれていたのが楽しかった

宿泊オンライン予約サイトのブラッシュ
アップ

通年

特に声はないが、下記の実績を残すこ
とができた

＜じゃらん泊まってよかった宿大賞受
賞＞
2017年度の泊まってよかった宿【総合
部門50室以下の部】にて関西・北陸地
区2位受賞！！



 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）

 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

宿泊管理システム（PMS）を導入し、予約管理にあたる経
費削減に努めた。

多岐に渡っていた顧客、運営状況の情報が一元管
理されるようになり、効率化が図れた

備品の設置場所を今一度考え、最適化し、使用時の工数が
減るように設計した

工数だけでなく、スタッフの疲労軽減にもつな
がった

現在さらに負担を減らすよう、備品の追加購入も
含めて社内検討・調整を行っている

顧客管理、リピーター創出のため、CRMシステムの導入を
行った

先日導入がされたばかりのため、まだ効果は出て
いない。今年度内での活用を目指す。

施設設備の修繕

■ 適正

□ 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

今年度も施設としての利用件数や、ホテルやレストランの売り上げは好調で、昨年度を上回る実績となりまし
た。引き続き市民の皆さまによる宴会利用、ビジネスと観光利用での宿泊、婚礼数などが増加しており、アン
ケート調査の結果も多くのお客様より高評価を頂くことができました。その他、市民交流を目的として様々な
音楽コンサートやイベント企画の運営を行うことで、これまで来館する機会のなかった多くの市民の方々に足
を運んで頂けるきっかけをつくることができました。一方で、今後は更なるお菓子振興の取組みを期待されて
いることから、指定管理者として体制を強化し、地域の賑わいづくりにも繋がる様、努力いたします。加え
て、指定管理継続にあたり、「地域にとって特別な場所」「旅の目的地となる場所」という新たなビジョンを
掲げている中で、施設として改善が必要な点もありますので、更なる高付加価値のサービスを提供する為に
も、必要に応じて修繕いたします。



 １０　施設所管課の評価

主な調査項目 調査結果・特記事項

施設状況及び修繕状況の確認
市民要望及び管理者要望の確認

管理運営上の助言

実施していない場合の理由

 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 令和元年５月30日

職員配置等
□ 適正である　 ■ 概ね適正である 適切に人員配置がされ、業務は円滑に

遂行されている。□ 改善が必要

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 菓子を題材とした賑わいと交流の拠点

に沿った事業を強化する必要がある。■ 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

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 利用者の意見を反映させ、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 アンケート等により利用者の意見、
ニーズを把握し、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

施等により、適切に対応している。□ 改善が必要


