
＊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 豊岡市立出石総合スポーツセンター 所在地 豊岡市出石町福住1200

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成28年4月1日から平成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 ‐ 27,065 29,851 26,884 ‐

総利用件数（3施設計） 65,801 68,866 67,097 59,066 69,100

内減額利用分 ‐ 21,416 20,823 14,573

2,526 2,748 2,107

‐

野球場 8,927 10,346 8,650

5,000

テニスコート 2,665 2,500

陸上競技場 4,773 6,933 3,080 4,311

 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

1,149 9,000

収
　
入

指定管理料 7,497 8,635 指定管理料

利用料金 1,807 570 利用料金

その他収入

合計 (A) 9,304 9,205

3,703
上下水道費465　電気使用料2,108　修繕費397　夜間受
付262　検査手数料19　管理資材176　定期設備点検274
租税公課2

281 242 通信費29　備消品費150　委託費63

事業費 785 67 燃料費33　保険料19　郵券料4　広告宣伝費11

（単位：千円）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

合計 (B) 12,102 6,439

差引　(A)－(B) △ 2,798 2,766

支
　
出

人件費 1,859 2,427 職員給与1,558　社会保険231　本社動員費・管理費638

事務費

施設維持管理費 9,177

上記のうち、使用料収入

（予定）

豊岡市の収入 (A) 303 303 303 144,140 304

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

上記のうち、指定管理料 11,381 11,324 9,324 8,635 9,986

豊岡市の支出 (B) 11,529 21,109 9,987 297,244 10,597

歳入歳出差引(A)-(B) △ 11,226 △ 20,806 △ 9,684 △ 153,104 △ 10,293

同、財政課所管修繕料 34



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

　　　年　月　日 　　　年　月　日

実施していない場合の理由

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 H30年4月1日 H31年3月31日

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話等直接要望

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

サービス研修の実施 2月
他施設（山城の郷）にて、外部講師を招い
てサービス・マナーの講習を実施した。

グラウンドゴルフ総合大会 3月
他施設（全但バス管理施設）にて、予選大会を行い、決勝大会を
但馬ドームで実施。利用者から他施設との交流ができてよかっ
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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

修繕等業者に頼らず、自社での修繕実施 経費削減

日々の点検を確実に行い、修繕箇所の早期発見 経費削減

施設設備の修繕

■ 適正

施設維持管理機器修繕□ 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
市民要望の把握依頼
破損個所等の定期的な施設確認と修繕
改修後の利用状況、満足度調査について依頼

実施していない場合の理由

　今後の方針としては、前年度に引き続き安全の確保を行った上で、既存の教室数を増やし充実していく。ま
た、イベントなどの自主事業も増やしていき、広報（ポスティングなど）を継続的に行っていくことで、新規
利用者の獲得に努める。

 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 令和元年５月23日

職員配置等
■ 適正である　 □ 概ね適正である

仕様書等に定められた人員配置がされ、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正
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 ニーズ把握や閑散期の室内グラウンドゴル

フ大会等、自主事業の実施やＰＲを行うな
ど、利用者数の増加に努めている。□ 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 施設内の清掃や各設備の保守点検・修繕な
ど適正に維持管理できている（必要に応じ
て本社等からスタップ支援あり）。□ 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 常に利用者に対し、親切・丁寧な接客を実
施されている。また外部講師を招き、サー
ビス研修を実施されている。□ 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
利用者のニーズ把握に努め、実施可能な内
容に対して、必要な対応を行なっている。

□ 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できて
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

緊急時の連絡体制の強化、ＡＥＤ講習の受
講、情報共有など、適切に対応している。

□ 改善が必要



＊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) △ 1,500 △ 1,500 △ 1,501 △ 1,501 △ 1,615

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 1,481 1,481 1,481 1,481 1,594

豊岡市の支出 (B) 1,500 1,500 1,501 1,501 1,615

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) 2,304 1,023

差引　(A)－(B) △ 327 956

支
　
出

人件費 354 463 職員給与297　社会保険44　本社動員費・管理費122

事務費

施設維持管理費 1,748 546
上下水道費89　電気使用料402　夜間受付50
検査手数料4　租税公課1

53 6 通信費6

事業費 149 8 燃料費6　郵券料1　広告宣伝費1

収
　
入

指定管理料 1,428 1,481 指定管理料

利用料金 549 498 利用料金

その他収入

合計 (A) 1,977 1,979

 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

8,000多目的屋内運動場 7,364 7,181 7,364 7,245

内減額利用分 ‐ 21,416 20,823 14,573 ‐

内免除利用分 ‐ 27,065 29,851 26,884 ‐

総利用件数（3施設計） 65,801 68,866 67,097 59,066 69,100

Ｒ１
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成28年4月1日から平成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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市立出石多目的運動場 所在地 豊岡市出石町福住1326

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正

施設維持管理機器修繕□ 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

 ７　事故及び修繕の状況

項目 区分 内容・対応等

修繕等業者に頼らず、自社での修繕実施 経費削減

日々の点検を確実に行い、修繕箇所の早期発見 経費削減

 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

サービス研修の実施 2月
他施設（山城の郷）にて、外部講師を招い
てサービス・マナーの講習を実施した。

 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

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話等直接要望

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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 H30年4月1日 H31年3月31日

 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



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

緊急時の連絡体制の強化、ＡＥＤ講習の受
講、情報共有など、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できて
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 常に利用者に対し、親切・丁寧な接客を実
施されている。また外部講師を招き、サー
ビス研修を実施されている。□ 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
利用者のニーズ把握に努め、実施可能な内
容に対して、必要な対応を行なっている。

□ 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 ニーズ把握や閑散期の室内グラウンドゴル

フ大会等、自主事業の実施やＰＲを行うな
ど、利用者数の増加に努めている。□ 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 施設内の清掃や各設備の保守点検・修繕な
ど適正に維持管理できている（必要に応じ
て本社等からスタップ支援あり）。□ 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

仕様書等に定められた人員配置がされ、業
務は円滑に遂行されている（施設が事務所
から離れているため、緊急時の対応に不安
がある）。

□ 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正
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
市民要望の把握依頼
破損個所等の定期的な施設確認と修繕

実施していない場合の理由

　今後の方針としては、前年度に引き続き安全の確保を行った上で、既存の教室数を増やし充実していく。ま
た、イベントなどの自主事業も増やしていき、広報（ポスティングなど）を継続的に行っていくことで、新規
利用者の獲得に努める。

 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 令和元年５月23日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）



＊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) △ 26,005 △ 23,784 △ 38,825 △ 19,225 △ 20,897

同、財政課所管修繕料

上記のうち、指定管理料 24,003 22,295 19,545 19,125 20,946

豊岡市の支出 (B) 26,114 23,893 38,934 19,567 21,006

上記のうち、使用料収入

（目標）

豊岡市の収入 (A) 109 109 109 342 109

項目 （実績） （実績） （実績） （実績）

（単位：千円）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１

合計 (B) 43,219 44,816

差引　(A)－(B) 3,717 △ 5,152

支
　
出

人件費 6,641 8,667 職員給与5,566　社会保険825　本社動員費・管理費2,276

事務費

施設維持管理費 32,773 32,818
上下水道費1,660　電気使用料7,528　修繕費921　夜間受付937　検査手数料69　薬
剤費136　プール関係（リース）2,402　運営委託費（NSI）18,194　消防設備点検22
定期設備点検918　租税公課10　その他（年契約）21

1,002 817 通信費101　備消品費502　委託費214

事業費 2,803 2,514
出張費98　本社出張費12　燃料費118　保険料65　郵券料16
広告宣伝費38　物販仕入30　自主事業195　教室雑費82　教室
講師料1,860

17,503 17,915 自主事業売上等
収
　
入

指定管理料 26,775 19,125 指定管理料

利用料金 2,658 2,624 利用料金

その他収入

合計 (A) 46,936 39,664

 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

15,200 15,300

温水プール 4,653 4,164 5,501 5,600

10,700

体育館 10,766 12,868 12,898 12,852 13,000

体育館教室 15,795 12,834 14,538 10,577

プール教室
15,511

11,525 13,072

内減額利用分 ‐ 21,416 20,823 14,573 ‐

内免除利用分 ‐ 27,065 29,851 26,884 ‐

総利用件数（3施設計） 65,801 68,866 67,097 59,066 69,100

Ｒ１
件数 （実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

年度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

業務内容

施設運営管理業務

自主事業の実施

 １　施設の利用状況 （単位：人）

指定期間 平成28年4月1日から平成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

指定管理者管理運営状況シート

施設名 豊岡市出石Ｂ＆Ｇ海洋センター 所在地 豊岡市出石町福住923

指定管理者名 全但バス株式会社 担当部局 地域コミュニティ振興部スポーツ振興課



回 ～ 件

個所 ～ 件

施設設備の修繕

■ 適正
温水プール更衣室エアコン取付、温水プール補給水電動弁修繕、施設維持
管理機器修繕

□ 概ね適正

□ 改善が必要

利用者の事故
■ 発生 プール体験教室中に、4歳の男の子が溺れる。スタッフはすぐには溺れていることに気付か

ず、数十秒後インストラクターの背中に男の子の手が当たり気付いた。対応策として、人員
配置、コース配置の見直しを実施。監視体制を強化し、水深台を敷いた。□ 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

修繕等業者に頼らず、自社での修繕実施 経費削減

日々の点検を確実に行い、修繕箇所の早期発見 経費削減

 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

健康教室の充実（トレーニングマシン導
入）

11月より
マシン導入により、自分にあった負荷コン
トロールができるようになった。

サービス研修の実施 2月
他施設（山城の郷）にて、外部講師を招い
てサービス・マナーの講習を実施した。

自主事業（卓球の日）の開催日増 対前年度利用人数増加
参加者の増加で次年度より水曜日と土曜日
に加え、金曜日にも開催決定。

プール・体育館・ロビーの季節にあった
装飾

通年 見るのが楽しい。

 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

ロビーが寒い。
下駄箱の配置変更を行い、スペースの確保、防風
対策を行った。

その他の方法
方法及び内容 口頭、電話等直接要望

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

意見箱
設置数 実施期間 提出件数

1 H30年4月1日 H31年3月31日

プールギャラリーをキッズルーム化して欲しい。 絵本などを設置。

 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



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

緊急時の連絡体制の強化、ＡＥＤ講習の受
講、情報共有など、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できて
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 常に利用者に対し、親切・丁寧な接客を実
施されている。また外部講師を招き、サー
ビス研修を実施されている。□ 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
利用者のニーズ把握に努め、実施可能な内
容に対して、必要な対応を行なっている。

□ 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 ニーズ把握や閑散期の室内グラウンドゴル

フ大会等、自主事業の実施やＰＲを行うな
ど、利用者数の増加に努めている。□ 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 施設内の清掃や各設備の保守点検・修繕な
ど適正に維持管理できている（必要に応じ
て本社等からスタップ支援あり）。□ 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

仕様書等に定められた人員配置がなされて
いるものの、プール事故が発生している点
から、プールの監視体制をはじめ、利用者
の安全確保を図る観点から改善が必要。

■ 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正
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
市民要望の把握依頼
破損個所等の定期的な施設確認と修繕
海洋センター評価の確認

実施していない場合の理由

　プール体験教室で4歳の男児が溺れる事案があり、委託業者と共に父母に謝罪し、監視体制の強化とコーチ陣の危機管理の徹底を図っ
た。施設面では、プールでの修繕が多くなってきている。収入面では、豊岡教室の閉鎖を4月より実施した。プール会員については、こま
めにポスティングを行ったことで大きく会員を増やすことができたことに加え、12月～3月につるぎが丘のプールがリニューアルオープン
に伴う工事の為閉鎖となり、一般入場者も増えた。その結果、球場の6月から工事の為閉鎖したことや豊岡教室の閉鎖を相殺してくれた。
　今後の方針としては、前年度に引き続き安全の確保を行った上で、既存の教室数を増やし充実していく。また、イベントなどの自主事
業も増やしていき、広報（ポスティングなど）を継続的に行っていくことで、新規利用者の獲得に努める。

 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 令和元年５月23日

 ８　指定管理者の自己評価（今後の方針・改善点など）


