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34 豊岡市立長寿園
(公社)豊岡市シル
バー人材センター

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 90% 0 15,050 6,769

利用者等の口コミによる利用促進に努めているが、利用実績はほぼ横ば
い状態である。利用団体の殆どが趣味の会で、利用料金は減免対象にな
る為、実績に繋がらない。今後も、高齢者の各種の相談、高齢者の教養
向上のための講習会及び講話会等の開催、高齢者の機能回復訓練等の場
において、呼びかけをし、利用率の向上や新規利用者の獲得を図る。

高年介護課

35 豊岡市立竹野老人福祉センター
(公社)豊岡市シル
バー人材センター

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 115% 0 2,901 2,815

利用件数は僅かではあるが向上している。休館日の見直しを求める声が
非常に大きい（土日の利用希望者が強い）防災、安全面から簡単にいか
ない旨の説明を続けている。平日（夜間を含め）の利用を呼び掛けてい
る。

高年介護課

36 豊岡市立竹野多目的屋内運動広場 竹野町体育協会 H20.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 97% 20 279 150

平成29年度にあったイベントが平成30年度はなく利用者減となった。自
主事業の工夫や要望・意見の対応をしているが、利用団体の使用時間帯
に偏りがある為、今後は利用率の低い団体を入れ替え、イベント等自主
事業を増やす事で利用率の向上、また新規利用団体の獲得を図る、利用
者の要望について即対応できるものは対応している、この事については
高い評価を受けているし今後共、対応する積りである。

高年介護課

37 豊岡市立但東健康増進センター
(株)シルク温泉やま
びこ

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

公募 有 利用料金 101% △ 17 5,156 541

水銀灯取替や地元の利用者の要望にも対応しており、定期的に利用され
るため予約もほとんど毎日入っている。売上はあがるが減免対象がほと
んどを占めるため、市外からの利用者を増やすことで売上増につなげた
い。受付が入れ替わるため、内部の情報共有に今後も努めていく。

高年介護課

38
豊岡市立総合健康ゾーン健康増進
施設

豊岡総合健康ゾーン
ＰＦＩ(株)

H22.4.1 15年
H22.4.1～
R7.3.31

公募 有 利用料金 105% 1,319 67,804 72,612

■維持管理業務
・ 9年が経過し、部品劣化・故障が複数件確認されておりますが、適宜
補修を行っております。
・ 水質の不備や害虫発生もなく、環境衛生上良好な状況を保つことがで
きました。
・ 9月は台風が2度通過しましたが、特に異常はありませんでした。
・ 周期的に降雪はありますが、例年と違い積雪はありません。
・ その他、大きなトラブルもなく、順調に維持管理できております。
■運営業務
・広報、集客、チラシ状況：今年度も例年通り、年間を通して、4月・5
月・6月・9月・10月・1月と、折込チラシの投入による会員獲得・来館誘
致に取り組んでまいりました。また今期はスタッフで近隣住宅へのポス
ティングなどを行いました。
・イベント等の開催状況：今年度も例年通り、多くのイベントを開催し
市民の方にご来場いただいております。スタッフなどの異動もあります
が、引き続きイベントを多く開催し市民の方に喜んでいただけるような
施設運営を行って参ります。
・利用者ご意見：常にご利用者様のお声を聞けるように、お客様の声BOX
を設置し運営に役立てさせていただき、回答も基本3日以内に行なってお
ります。いただくお声としては、プログラムに関する内容のお声を多く
頂戴しております。
・来場手段、バス利用状況：施設への利用において殆どが車か自転車と
なっております。
・事故報告：年間で事故が数回ございましたが、大きな事故には至ら
ず、スタッフにて迅速に対応を行なっております。特に冬場には連続し
て湯あたりの事故が発生しておりますので、今後の運営の参考にし事故
を未然に防いでいけるよう尽力いたします。

健康増進課

39
豊岡市立日高東部健康福祉セン
ター

(株)エヌ・エス・ア
イ

H17.3.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 100% △ 16 41,371 29,800

利用者数に関しては昨年と比較すると微減の状況で、特にスタジオの利
用者数減少が止まっていない傾向がある。新規で来て頂いた方が気持ち
よく継続していただけるよう、トレーナーの質のさらなる向上を図る必
要がある。次年度に関しては、責任者が新規の方への対応を行うことと
並行してスタジオ対応とプールレッスンの研修を毎週行い内部充実を今
まで以上に徹底する。

社会福祉課

40 豊岡市立豊岡健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 使用料 87% 68 8,624 4,825

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員
とし、常に住民の要求や課題を把握しサービスの向上に努めています。
施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。そし
て地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用しや
すい施設づくりを目指します。

社会福祉課

41 豊岡市立城崎健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H18.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

非公募 有 使用料 49% 477 5,661 6,049

・H30.3に城崎デイサービスが廃止となり、センター２階スペースが公募
されたことを受け、問い合わせに対応し利用を促進した。
・豊岡市社会福祉協議会は「一人ひとりが　つながり　支え合う　安心
な地域づくり」を基本理念とし、地域住民すべてを対象にした地域福祉
の充実のため、総合相談窓口として対応し心の拠り所になるような地域
の拠点を目指した。

社会福祉課

社
会
福
祉
施
設

老
人
福
祉
施
設

健
康
増
進
施
設

1



平成30年（2018年）度　指定管理者管理運営状況　概要 単位　金額：千円

№ 分類 施　　　設　　　名 指定管理者 導入日 期間 指定期間
公募

非公募
指定

管理料

利用料金
・使用料

の別

利用者等の
状況

前年度比％

指定管理
者の収支
の状況

市の実質
負担額

うち
指定管理

料
指定管理者の自己評価 所管課 備　考

42 豊岡市立竹野健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 使用料 99% △ 178 4,556 4,115

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員
とし、常に住民の要求や課題を把握し、サービスの向上に努めていま
す。施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。
そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用
しやすい施設づくりを目指します。

社会福祉課

43 豊岡市立日高健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H22.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

非公募 有 使用料 116% 16 11,348 7,459

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員
とし、常に住民の要求や課題を把握し、サービスの向上に努めていま
す。施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。
そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用
しやすい施設づくりを目指します。

社会福祉課

44 豊岡市立出石健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H20.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 有 使用料 90% 148 11,245 6,671

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員
とし、常に住民の要求や課題を把握し、サービスの向上に努めていま
す。施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。
そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用
しやすい施設づくりを目指します。

社会福祉課

45 豊岡市立但東健康福祉センター
(福)豊岡市社会福祉
協議会

H22.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

非公募 有 使用料 121% △ 177 8,387 8,051

社会福祉協議会は、公共性の高い社会福祉法人で地域住民の皆様を会員
とし、常に住民の要求や課題を把握し、サービスの向上に努めていま
す。施設管理については効果的に運用するよう努力をしてまいります。
そして地域福祉の拠点の役割を果たせるよう事業活動の充実に努め利用
しやすい施設づくりを目指します。

社会福祉課

46
豊岡市立竹野心身障害者小規模通
所作業所

(福)とよおか福祉会 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 その他 121% △ 1,155 125 0
利用者ニーズについては、出来る限り対応している。平成30年5月には、
利用ニーズに対応するため定員を1名増加した。

社会福祉課

47 豊岡市立日高共同作業所
特定非営利活動法人
日高共同作業所

H18.4.1 3年
H30.4.1～
R3.3.31

非公募 無 その他 98% 908 14 0

本年度の1日平均利用率は12.6人（定員20人、契約者17人）受託事業は新
規の取引先も5社増え計10社、多種多様な作業を請け負う事になり、利用
者に合った様々な作業を提供することができ、単純作業の繰り返しによ
るマンネリ化をできるだけ無くす事ができた。平均工賃も昨年より約
7,000円上がり21,000円台になり、やりがいを持って作業に取り組む利用
者も増えた。当初の特色として但馬地域で一番工賃が支払える事業所を
目指していきたい。今年度は一般就労へ一人も送り出す事は出来なかっ
たが、毎年一名は一般就労できるように支援していきたいと考えてい
る。

社会福祉課

48 北但広域療育センター
(福)神戸聖隷福祉事
業団

H20.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 111% 0 △ 32,468 42,860

今年度、児童発達支援センター「すまいる」は、支援の質の向上を図る
とともに、児童発達支援の定員枠を10名から20名へ広げることでさらな
る受け入れ拡大を目指した。しかしながら、周知不足や新規事業所の参
入、また相談支援事業所の計画作成が追い付かず利用開始まで長期間待
機となってしまうなど、様々な要因が重なったことで、昨年度に比べす
まいる利用率が低迷しました。次年度に向けて今年度の状況を整理分析
するとともに、アンケートの結果を踏まえながら、地域のニーズに応え
ていくことで利用率の向上を目指していく。
また、3月の指定管理者制度導入施設実地調査にて指摘を受けた相談支援
事業の職員配置については、随時職員募集を行い職員数を確保するとと
もに、有資格者増のため相談支援専門員初任者研修へ複数人申し込みを
行う。

社会福祉課

49 豊岡市立竹野多目的研修施設 中地区会 H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 有 利用料金 177% 84 184 179
こんにゃく加工グループの利用が多くあった。
地区コミュニティの施設利用もあるので、今後も維持管理を徹底する。

 (竹)地域振興課
H29からの繰
越金64千円

50 豊岡市立日高農林漁業体験実習館 (株)日高振興公社 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 84% 133 654 0

ランチビュッフェ利用者は増加傾向にあるが、平日の利用者が減少気味
である。平日の集客に繋がるような商品開発を行い、客単価の上昇を図
る。ランチビュッフェにおいても、飽きさせぬようメニューを変えなが
ら品質向上を目指す。

 (日)地域振興課

51 豊岡市立日高農林産物加工研修所 (株)日高振興公社 H18.4.1 3年
H29.4.1～
R2.3.31

非公募 有 使用料 66% 57 668 739

利用率向上に向けた取組が必要。加工所の利用率は年々減少しており、
加工品や加工グループの衰退が進んでいるため、改善が求められる。折
り込みチラシ・ＷＥＢページでの呼びかけなど積極的に募集を呼びかけ
る。また、指定管理継続に向けて、各製造許可申請の更新や食品衛生責
任者講習の受講他施設の維持管理に努める。

 (日)地域振興課

52 豊岡市立出石農産物加工場
「こぶしの里・いず
し」加工グループ連
絡協議会

H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 有 使用料 94% 298 553 678
施設管理については、概ね良好であったが、施設の利用頻度が年々減少
傾向であるため、利用頻度の回復に向けた努力をしていきたい。  (出)地域振興課

H29からの繰
越金145千円

53 豊岡市立但東農産物加工施設 味蔵たんとう(株) H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 98% 177 22 0
年々売り上げが減ってきているため、新商品の開発を行い収入増を図
る。

 (但)地域振興課

54 豊岡市立但東地域特産物加工施設 合橋地域づくりの会 H18.4.1 3年
H30.4.1～
R3.3.31

非公募 無 利用料金 93% 0 6 0
即時対応が可能なものには対応できている。今後も迅速な対応に努め
る。

 (但)地域振興課
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55 豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設
赤花そばの郷農事組
合法人

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 65% 397 2,646 399
豊岡市のそば生産において必要な設備であり、何とか維持管理をしてき
たが、設備の老朽化・劣化が著しく、大規模な改修の検討が必要であ
る。

 (但)地域振興課
H29からの繰
越金436千円

56 豊岡市立奈佐森林公園
目坂区奈佐森林公園
管理委員会

H18.4.1 3年
H30.4.1～
R3.3.31

非公募 有 使用料 110% △ 7 5,483 4,136

奈佐森林公園に来園されたことがない市民の方も多くおられるので、奈
佐森林公園の素晴らしさを伝え来園していただけるようＰＲを工夫し、
取り組んでいきたい。
　訪れた方に森林公園の素晴らしさを感じ、気持ちよく過ごしていただ
くよう公園の維持管理に努めていきたい。

農林水産課

57 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地
コウノトリ湿地ネッ
ト

H21.1.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

公募 有 その他 101% 8 8,552 8,396

コウノトリの生環境創出・維持管理が目的の施設なので、開設当初から
10年間コウノトリの繁殖が実際に継続していることは、適正な管理がで
きているものと考えている。今後は、集積してきた知見を市内に広く活
用できるよう交流を図っていきたい。動植物が相手なので繁殖・繁茂期
の勢いはすさまじく、人間の予想が当てはまらないことも多い。そのた
め、管理者に専門知識だけでなく、即応力が求められるが、年数の経過
とともに両方とも積み重なってきたように思う。

コウノトリ共生課
H29からの繰
越金3千円

58 豊岡市立コウノトリ文化館
特定非営利活動法人
コウノトリ市民研究
所

H27.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 その他 94% 117 26,890 32,154

指定管理を始めた当初は、展示内容、室内配置の改善等を進めてきた
が、現在は情報発信、インバウンド対応に力点をおいている。今後、エ
コツーリズムについて情報を得ながら、より来館者に満足してもらえる
対応を考えたい。また、リピーターが多いのが本館の特徴の１つであ
り、これを一層大切にしていきたい。本館は地元市民の利用も多いの
で、「ホタルの夕べ」など文化的行事等をさらに充実させるとともに、
地域の自然を学ぶ観察会、地域への講師派遣にも積極的に取り組みた
い。また、郷公園、大学院等との連携を深めスタッフのレベルアップに
積極的に取り組みたい。

コウノトリ共生課

59 豊岡市営豊岡駅前駐車場
アイティ豊岡都市開
発(株)

H29.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 117% 4,586 1 0

当初の収支計画書での予算額を上回る収入額（主に利用料金）を計上
し、定期駐車契約台数も順調に推移している。またサービス向上の取り
組みとして駐車場機器を更新し、駐車場利用者へ迷惑をかける事案が減
少した。今後も利用者ニーズに応じた施設管理運営を目指す。

都市整備課

60 豊岡市立城崎温泉交流センター 城崎町湯島財産区 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 96% 4,069 6,870 0

本施設については毎年度赤字が続いているため、経費削減と利用料金以
外の物品販売等の収入増を図ってきました。平成30年度は、29年度に市
に実施していただいたエネルギー転換工事の影響もあったが、光熱水費
を小まめにチェックし経費削減に努め、燃料費・ガス代・電気代の合計
が対前年度比約２％減となり、収支改善が図れました。また、新たにオ
リジナルタオルの販売を開始し、収入増を図ります。今後も黒字状態が
続くよう、引き続き経費削減に努めると共に、利用者の利便性向上のた
めの施策及び新規利用者の獲得を図る施策を、本施設だけではなく他の
財産区営浴場と合わせて検討していきたい。

 (城)地域振興課

61 豊岡市立城崎文芸館 城崎温泉観光協会 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 85% 425 8,803 5,000

入館実績が減少傾向であり、物販も前年度より減少しているため、企画
展、展示内容の工夫を行うことで、集客増を図りたい。また、観光客の
みならず、市内、近隣の博物館等同様施設と告知関係で連携を図るな
ど、利用者増を図る。来館された方が、再度訪れたいと思える館運営を
図ることで入館者数を増やし、一方ではよりいっそうの経費節減を図る
こととする。

 (城)地域振興課
H29からの繰
越金661千円

62 豊岡市立城崎麦わら細工伝承館 城崎温泉観光協会 H18.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

非公募 無 利用料金 93% 506 480 0

簡易な麦わら細工体験を促がし、より多くの来館者へ体感していただ
き、口コミによる来館者数の増を図るとともに、城崎文芸館と連携を図
りながら、お客様の散策導線を駅～文芸館～麦わら細工伝承館への誘導
目指す。

 (城)地域振興課
H29からの繰
越金720千円

63 豊岡市立木屋町小路 (株)湯のまち城崎 H20.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 100% 581 16 0
木屋町小路内への誘客の為、三十三間広場にてイベントの開催協力や季
節ごとの飾りつけをテナント会と協力して行った。また施設内の照明設
備を改修する事により集客効果を高め賑わい創出に繋がった。

 (城)地域振興課

豊岡市営城崎温泉駅前駐車場・駐
輪場

豊岡市営城崎鴻の湯駐車場

豊岡市営城崎木屋町駐車場

65 豊岡市立竹野観光センター たけの観光協会 H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 141% 929 2 0

竹野町の観光センターとして、案内業務や施設の清掃など適正に維持管
理ができたと思う。特に、トップシーズンである夏季では、スタッフを
増員して案内及び維持管理業務を行った。今後も、適正な維持管理を行
い、観光センターとしての機能充実を図りたい。

 (竹)地域振興課

農
林
水
産
施
設

商
工
観
光
施
設

市への納付金
636千円

3年64 (株)湯のまち城崎 利用料金 103%無非公募H25.4.1
H28.4.1～
H31.3.31

0

鴻の湯駐車場入場ゲート・退場ゲートの車両感知センサー老朽化の為改
修工事を行った。繁忙期には警備員を配置し入場待ちの渋滞が発生しな
いよう誘導を行うと同時に、温泉街の交通誘導を行い、渋滞緩和に寄与
した。鴻の湯駐車場に街路灯が無く、夜間暗い為駐車の際危険であった
が、街路灯を設置し安全に駐車出来るようになった。また周囲も明るく
なり地域の防犯にも寄与している。

1,485 636  (城)地域振興課
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66 豊岡市立竹野北前館 (株)北前館 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 97% 5,226 12,533 9,145
「日本海一望天然温泉」をコンセプトに温泉を中心に積極的な集客に努
める。来客者の要望の多いコーンロッカーの設置やトイレのウォシュ
レット化、温水シャワーの設置等取り組みをおしすすめる。

 (竹)地域振興課

67 豊岡市立竹野子ども体験村 たけの観光協会 H27.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 142% 450 26 0
一般のキャンプ体験受入れを実施したことで、一般の利用者が増加し
た。

 (竹)地域振興課

68 豊岡市立殿食材供給施設 殿・村おこし組合 H17.7.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 その他 105% △ 173 481 0
お客様に少しでも満足感を得てもらうために十割そば打ちに専念する。
10月からの軽減税率への対応を考えています。

 (日)地域振興課

69
豊岡市立湯の原温泉オートキャン
プ場

湯の原温泉オート
キャンプ場組合

H18.4.1 3年
H30.4.1～
R3.3.31

非公募 無 利用料金 99% 3,237 4,134 0

前年に引き続き、異常気象によるキャンプ場の閉鎖（４回）を余儀なく
され、大変厳しい１年であった。豊岡市公共施設再編計画において、当
施設の民営化の方向性が示されたことから、理事会内に「方針検討委員
会」を設置し、現指定管理期間中の今後２年間については、アドバンス
株式会社の全面運営支援を受けることとした。令和元年度の同委員会で
は、令和３年度以降の方向について検討する予定である。

 (日)地域振興課

70 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎ (株)日高振興公社 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 89% △ 2,427 413 0

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。

 (日)地域振興課

71 豊岡市立道の駅「神鍋高原」 (株)日高振興公社 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 その他 93% 6,557 4,437 0
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。

 (日)地域振興課

72 豊岡市立神鍋高原観光施設 アップかんなべ(株) H29.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 103% 1,152 163 0

ドッグランサイトの増設（２サイト→合計４サイト）。手ぶらセットプ
ランのテント設営講習等オプション追加（人員増加出来れば有料で）。
直火キャンプサイトの５サイト増設（満床65サイト。次々年度＋10）。
繁忙期以外の稼働率の向上及び他事業者施設とタイアップすることで、
魅力あるキャンプ場を目指す。売上は、まだ増加途上と考えている。

 (日)地域振興課

73 豊岡市立出石温泉館乙女の湯
田渕温泉運営管理組
合

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 83% △ 2,153 11,966 0

イベント等広告活動を行い利用者を増やすことにより、収支の均衡を目
指す。施設点検を行い、不具合箇所を早期に見つけ速やかに対応し適切
な管理を行う。平成30年8月27日から10月31日まで休館し浴槽改修工事を
行った。引き続き、大規模な修繕が必要となる箇所は、設置者と協議し
計画的に進める。

 (出)地域振興課

74 豊岡市立但東シルク温泉やまびこ
(株)シルク温泉やま
びこ

H17.2.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 99% 8,969 9,073 0
温泉入浴者の減を食い止める為、温泉付きBBQプランの集客。あらゆる経
費削減への取組、見直しの継続、業務改善への推進。働き方改革にむけ
完全休館日の設定。

 (但)地域振興課

75 豊岡市立たんたん温泉福寿の湯
たんたん温泉運営管
理組合

H20.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 98% △ 3,697 3,015 0

・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%）

 (但)地域振興課

76 豊岡市立但東地域活性化センター
赤花そばの郷農事組
合法人

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 105% 326 38 0

利用実績は横ばい状態に近いが、イベントに合わせて営業日を増やすな
どして、前年よりは集客アップにつながった。今年度は、地域おこし協
力隊を受け入れて後継者育成をおこない、米の生産・販売やそばの売り
上げにつながった。今後も、特に米の生産・販売に積極的に取り組んで
いきたい。

 (但)地域振興課

77
豊岡市立地域交流センター「コウ
ノトリ本舗」

コウノトリ羽ばたく
会(株)

H19.1.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 81% △ 1,118 23 0

コウノトリ郷公園への来場者が23万人前後と低めに推移する中、小中学
生の研修が増加して人数は横ばいだが、本舗で買い物をされる大人の比
率（買い回り率）が低下してきている。顧客からみて魅力的な店舗を目
指して、環境と経済が共鳴する豊岡独自の産品の発信拠点として、秋に
は店舗改装を実施する予定である。またネットでの販売は増加傾向にあ
り、今後も拡大が期待できると考え、努力を重ねてゆく。

コウノトリ共生課

78 豊岡市立まちなかステーション
(一財)但馬地域地場
産業振興センター

H26.3.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

非公募 無 利用料金 121% 820 0 0
対前年と比較し、来場者数は増加しているが売上金額がほぼ横ばいと
なっている。取扱商品の見直しを行い、販売増に努めていく。

環境経済課

商
工
観
光
施
設
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79

商
工
観
光
施
設

豊岡市立まちなか交流館 (一社)ノオト H26.4.1 5年
H26.4.1～
H31.3.31

非公募 無 利用料金 111% △ 2,240 7 0

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。

環境経済課

80 豊岡市立神美台スポーツ公園 神美台管理組合 H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 使用料 91% 2,113 6,170 6,380
利用者の増加を図るため、旅行会社等（エクセルトラベル）を通じて大
学等の合宿の依頼を行ってきたが、宿泊施設が少ないため、なかなか成
果が上がらなかった。

スポーツ振興課

H29からの繰
越金1,629千
円

豊岡市立市民体育館 643 2,800 2,780

豊岡市立総合体育館 △ 609 9,143 8,415
H29からの繰
越金2,705千
円

82
豊岡市立豊岡総合スポーツセン
ター

豊岡体育協会 H26.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 102% △ 1,298 13,338 12,120

自主事業の要望・意見への対応により、利用実績は少し増加した。さら
に増加させるため、ホームページにて陸上競技場の全天候化、こうのと
り球場の人工芝の様子を積極的に紹介し利用増をはかる。利用者ニーズ
のうち、即時対応が可能なものには対応できている。テント修理で高評
価を受けており、今後も迅速な対応に努めます。

スポーツ振興課

豊岡市竹野Ｂ＆Ｇ海洋センター 832 12,155 12,186
平成30年度は、猛暑の影響で学校プールの閉鎖等により、プールの利用
人員が大きく下回ったが、今年度も大きな事故もなく終えることができ
た。

豊岡市立竹野中央公園 △ 99 2,281 2,280

平成30年度は、猛暑の影響でグラウンドの利用人員が大きく下回った
が、今年度も大きな事故もなく終えることができた。自主事業のグラウ
ンドゴルフ大会については、参加者も増加傾向にあるので、今後も広報
をしっかり行い参加者を増やしていく。

84 豊岡市立神鍋野外スポーツ公園
(公財)兵庫県勤労福
祉協会・全但バス㈱
グループ

H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 97% 0 9,929 4,360

芝生グラウンドの利用実績は、毎年ほぼ横ばいの状態である。天候に左
右されるため、なかなか利用率、収入アップは難しい。近年は芝生を痛
めないイベント、レクリエーションでの利用促進を図っている。今後も
自主事業の企画等、利用率アップ、収入増を図る。

スポーツ振興課

85 豊岡市立日高文化体育館
特定非営利活動法人
コミュニティ日高

H21.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 112% 0 20,158 14,611
施設がリニューアルされた（29年度改修）ので、引き続き、定期利用団
体・新規団体の増加に取り組みたい。

スポーツ振興課

86
豊岡市立植村直己記念スポーツ公
園

特定非営利活動法人
コミュニティ日高

H25.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

公募 有 利用料金 95% 456 9,283 9,284
管理については、周辺地域から高い評価を得ている。利用状況について
は、天候次第であり、状況如何によっては、厳しい事態も想定される。

スポーツ振興課

豊岡市立出石総合スポーツセン
ター

2,766 153,104 8,635

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。

豊岡市出石B&G海洋センター △ 5,152 19,225 19,125

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。

豊岡市立出石多目的屋内運動場 956 1,501 1,481

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。
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87

83

81 豊岡体育協会

全但バス(株)

全但バス(株)

自主事業等の要望・意見への対応はしているが利用実績は文化系の利用
実績の日数等減少の傾向にあります。今後は利用される団体に空き状況
を早急に連絡し、更なる利用促進に努めます。ホームページの利用を推
進し予約状況の早期確認を促し、利用増加に努力します。また大学等の
夏季合宿の情報等ホテル・旅館等より入手し獲得に努める。利用者ニー
ズのうち、即時対応が可能なものには対応ができている点では高評価を
受けており、今後も迅速な対応に努めます。

H26.4.1 有 99%5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募

有公募

H29.4.1～
R4.3.31

95%利用料金有

スポーツ振興課

公募H26.4.1

H25.4.1 3年

5年 スポーツ振興課

スポーツ振興課88%
H28.4.1～
H31.3.31

利用料金

利用料金
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88 豊岡市立但東中央体育館
(株)シルク温泉やま
びこ

H24.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 69% 86 1,532 1,175
ＨＰやパンフレットなどの宣伝により、宿泊・日帰りと一緒に販売でき
ることを案内し売上増につなげる。

スポーツ振興課

89 豊岡市立但東スポーツ公園
(株)シルク温泉やま
びこ

H18.4.1 5年
H29.4.1～
R4.3.31

公募 有 利用料金 108% 590 4,294 3,640
ＨＰやパンフレットなどの宣伝により、宿泊・日帰りと一緒に販売でき
ることを案内し売上増につなげる。

スポーツ振興課

90 豊岡市立東大谷野外活動施設
金原・東大谷・下塚
地域振興協議会

H18.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 無 利用料金 89% △ 2 7,731 0

施設利用の申込みは、電話、ＦＡＸで行っており、管理人が不在となる
定休日（水曜日）や早朝、夜間の申込みは、留守番電話やＦＡＸでの受
付となるため、インターネットなどによる予約の受付など改善が必要で
あると考えているが、光通信のサービス地域外であり、対応が困難な状
況にある。

生涯学習課

91 豊岡市立豊岡市民プラザ
特定非営利活動法人
コミュニティアート
センタープラッツ

H25.4.1 5年
H28.4.1～
R3.3.31

非公募 有 利用料金 101% △ 77 55,410 34,423

自主事業は市民参加型を基軸とし、文化芸術に触れる、体験する、実践
する、鑑賞することができる施設として多様なニーズに応えている。貸
館事業もリピーターが多く、利用者は毎年増加しているが、現状に満足
せずさらなるリピーターの獲得に努めたい。施設の管理についても、利
用者の安全はもとより、大規模な修繕等が発生しないように定期的に保
守点検を行うと共に市民プラザ設備改修計画に基づき市と連携を取りな
がら年次計画通り改修を進める。新たな利用者の獲得に向け、口コミ評
価の向上を目指していくと共に、より効率的な広報活動を進めていく。

生涯学習課

92 豊岡市立住吉屋歴史資料館 いろりの会 H18.4.1 3年
H30.4.1～
R3.3.31

非公募 有 使用料 155% 111 9,085 3,835

住吉屋歴史資料館の存在は知られていても、まだ来館されていない多く
の市民の方々がおられるので、あらゆる機会を利用して、かな書道並び
に歴史の素晴らしさに触れていただける様に取り組んでいきたい。ま
た、施設の利用率向上の為に、竹野町出身者の芸術作品の展示、そして
地元小・中学生が来館出来るような催し物開催に努めていきたい。更に
「自由帳(落書帳）」を備え付け、来館者の忌憚のない意見を述べて頂
き、運営の参考にしていきたい。

文化振興課
H29からの繰
越金221千円

93 豊岡市立出石永楽館
(株)出石まちづくり
公社

H20.6.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 133% △ 483 5,442 5,300

今年度は、様々な営業をした結果、入館と貸館を同時に伸ばすことが出
来ました。更なる飛躍のために新規企画事業を考え、新たな収入の柱に
していきます。そのために新たな人材を雇い育て、新規事業の投資を行
う時期にしていきます。観光客数を増やすのは難しい時代になりますの
で、一人のお客様から入館＋体験料・飲食・お土産などで収入を増やし
ていきます。

文化振興課

94 豊岡市立出石史料館 出石皿そば協同組合 H24.4.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

公募 有 利用料金 94% △ 643 2,044 1,800

・お雛様展など特別展を年間数度実施し、来場者の増加に努めているが
厳しい状況が続いている。そこで出石で行われる様々なイベントで史料
館を利用してもらえるよう協力し、また他の文化施設等と情報の共有や
連携などに取り組みながら来場者の増加に努めてまいりたい。
・史料館として開館しているが、出石藩についての歴史資料品が少な
い。
・インバウンド向けのキャプションやパンフレットが必要。

文化振興課

95 豊岡市立出石明治館
出石ライオンズクラ
ブ

H23.7.1 5年
H30.4.1～
R5.3.31

非公募 有 利用料金 99% △ 112 2,264 2,250
入館者数増をめざして特別委員会（明治館管理委員会）を開催し、明治
館活用について協議し、ＰＲ活動に努めている。

文化振興課

96 豊岡市立出石家老屋敷
特定非営利活動法人
但馬國出石観光協会

H28.4.1 3年
H28.4.1～
H31.3.31

公募 有 利用料金 87% 0 468 440
お客様に喜んでいただけるよう、また安全に過ごしていただけるよう、
管理に努めています。今後もより満足度が向上するよう努めます。

文化振興課

備考 「利用料金制・使用料の別」欄の「利用料金制」表示施設は、施設利用者がその利用対価として支払った使用料等（入館料・施設利用料など）を指定管理者が収受できる施設である。
「利用料金制・使用料の別」欄の「使用料」表示施設は、施設利用者が支払った使用料等について、徴収委託により指定管理者が一旦預かり、市へ納付する施設である。
「市の実質負担額」よりも「うち指定管理料」の方が金額が多い施設は、市が直接収入する使用料等があり、実質負担額から控除しているためである。

社
会
教
育
施
設

6


