
京都府下９自治体指定管理者利用料金まとめ

自治体名
指定管理制度
導入施設数

利用料金制度
導入施設数

福知山市 42 14

舞鶴市 26 24

綾部市 64 59

亀岡市 57 47

長岡京市 14 6

八幡市 100 12

京田辺市 4 4

京丹後市 55 53

木津川市 10 9

９自治体計 372 228

カテゴリー
利用料金制度
導入施設数

うち公募数 他市課題事項

文化・生涯学習施設 31 6 宇治市文化会館 非公募

宇治市西小倉コミュニティセンター 非公募

宇治市東宇治コミュニティセンター 非公募

宇治市南宇治コミュニティセンター 非公募

宇治市槇島コミュニティセンター 非公募

産業振興施設 24 9 宇治市産業会館 非公募

宇治市市営茶室 非公募

宇治市観光センター 非公募

宇治市植物公園 非公募

宇治市総合野外活動センター 非公募

宇治市総合福祉会館 非公募

宇治市西小倉地域福祉センター 非公募

宇治市東宇治地域福祉センター 非公募

宇治市広野地域福祉センター 非公募

宇治市槇島地域福祉センター 非公募

宇治市小倉デイホーム 非公募

宇治市平盛デイホーム 非公募

宇治市黄檗公園 非公募

宇治市西宇治公園 非公募

宇治市東山公園 非公募

宇治市巨椋ふれあい運動ひろば 非公募

近鉄小倉駅東自転車等駐車場 非公募

近鉄小倉駅西第１自転車等駐車場 非公募

近鉄小倉駅西第２自転車等駐車場 非公募

京阪木幡駅前自転車等駐車場 非公募

ＪＲ木幡駅前自転車等駐車場 非公募

ＪＲ六地蔵駅前自転車等駐車場 非公募

ＪＲ六地蔵駅前第２自転車等駐車場 非公募

ＪＲ宇治駅南自転車等駐車場 非公募

ＪＲ宇治駅北自転車等駐車場 非公募

京阪三室戸駅前自転車等駐車場 非公募

ＪＲ新田駅前自転車等駐車場 非公募

近鉄伊勢田駅前第１自転車等駐車場 非公募

近鉄伊勢田駅前第２自転車等駐車場 非公募

ＪＲ黄檗駅前自転車等駐車場 非公募

ＪＲ黄檗駅前第２自転車等駐車場 非公募

ＪＲ小倉駅南自転車等駐車場 非公募

ＪＲ小倉駅北自転車等駐車場 非公募

ＪＲ宇治駅前自動車駐車場 公募

近鉄大久保駅前自動車駐車場 公募

宇治市天ケ瀬墓地公園 非公募

宇治市斎場 非公募

コミュニティ施設 22

駐車場等

35

0
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39

4

観光・余暇関連施設

その他施設

保健福祉施設

体育施設

3

宇治市における該当施設

【亀岡市】利用料金収入等を踏まえた指定管理料の算出、利用料金収入の一
部市繰入れ検討等
【長岡京市】利用料金をそこまで高くできない施設の場合、必ずしも利用料金制
度が、指定管理者にとって大きなインセンティブになるとは限らない。指定管理
者のモチベーションを上げるには別にも仕組みも考える必要がある。
【長岡京市】市側の融通（突然のキャンセル・とりあえず仮で予約するなど）は、
通しにくくなる。
【木津川市】利用料金には減免制度が多く、指定管理者の収入に影響している
恐れがある。

【八幡市】会館の利用に現状としては、福祉に資する活動を行う団体等の比重
が大きく、また、条例に規定する福祉会館設置趣旨を鑑みると、利用料金制度
を導入するのは困難である。
【京田辺市】使用料は施設の開設当時より条例によって定められており、近年で
は料金収入では管理費用を賄うことが困難になっている。

【亀岡市】利用料金収入等を踏まえた指定管理料の算出、利用料金収入の一
部市繰入れ検討等
【京田辺市】指定管理料は年度当初に決定するため、見込みより少ない利用の
場合の指定管理者の収支は、赤字となる。
【京田辺市】１０割減免としている市主催事業等を多く実施することで、指定管理
者の収入を下げてしまうこととなる。
【木津川市】利用料金には減免制度が多く、指定管理者の収入に影響している
恐れがある。
【京田辺市】少子高齢化による利用者の減少、減免制度（65歳以上）への移行
により料金収入が減少している。
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９自治体計

利用料金制度導入有

利用料金制度導入無



指定管理者制度現況 自治体名 福知山市 42 資料４
指定管理者制度担当課 財務部資産活用課 14

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 87,270 直近（平成29年度） 149,277 30,745 0 直近（平成29年度） 183,764 ▲ 3,742

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 68,349 直近（平成29年度） 117,661 44,861 0 直近（平成29年度） 157,889 4,633

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 34,374 直近（平成29年度） 42,020 19,354 0 直近（平成29年度） 59,140 2,234

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 76,992 直近（平成29年度） 6,191 12,440 0 直近（平成29年度） 18,616 15

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 93,665 直近（平成29年度） 12,519 24,800 0 直近（平成29年度） 37,287 32

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 26,444 直近（平成29年度） 49 18,178 0 直近（平成29年度） 18,227 0

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 103 直近（平成29年度） 2,188 16,535 0 直近（平成29年度） 18,234 489

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 85 直近（平成29年度） 1,324 14,071 0 直近（平成29年度） 13,872 1,523

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 8,060 直近（平成29年度） 18,543 2,227 4,642 直近（平成29年度） 25,254 158

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 0

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 0

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 0

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 449,295 直近（平成29年度） 48,999 176,366 0 直近（平成29年度） 224,334 1,031

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 14,864 直近（平成29年度） 1,386 38,858 428 直近（平成29年度） 42,410 ▲ 1,738

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

利用料金制度課題と考える事項

三和荘及び関連運動施設 観光余暇関連施設 三和荘運営共同体 公募 H27

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

ファームガーデンやくの
ほっこり館・夜久野荘・やくの一道庵・やくの本陣
やくの花あずき館・やくのベゴニア園・その他附属施

観光余暇関連施設
㈱夜久野ガーデン
伊勢源六たちばなや
㈱西日本エスエスシー

公募 H28 H32

H17 H17

H17 H20

収支差額 指定管理料の設定

温水プール 体育施設 一般財団法人福知山市体育協会 公募 H26 H31

H32

H17 H17

市民体育館・市民運動場・
由良川猪崎河川敷運動広場

体育施設 一般財団法人福知山市体育協会 公募 H26 H31

大江山鬼瓦工房等及び大雲記念館等 観光余暇関連施設 大江観光㈱ 公募 H27 H32

H18 H21

H18 H21

高齢者福祉センター 保健福祉施設 （社福）福　  知　  山　  学　  園 公募 H28

総合福祉会館 保健福祉施設 (社福）福知山市社会福祉協議会 公募 H27

H33 H16 H20

H18 H18H32

こぶし荘 観光余暇関連施設 福知山市北陵総合センター運営理事会 公募 H27

三和町高齢者生活福祉センター 保健福祉施設 （社福）清　  和　  会　　 み　　わ 公募 H28

H32 H18 H18

H18 H18H33

大呂自然休養村センター 観光余暇関連施設 株式会社丹波悠遊の森協会 公募 H30

里の駅みたけ 産業振興施設 三岳高齢者活動促進施設運営委員会 公募 H27

H35 H30 H30

H18 H18H32

都市公園 体育施設 公益財団法人福知山市都市緑化協会 公募 H26

公設地方卸売市場 産業振興施設 ㈱丹波松下農園 公募 H29

H31 H18 H21

H24 H24H34

H18 H21都市緑化植物園・緑の相談所 観光関連施設 公益財団法人福知山市都市緑化協会 公募 H26 H31



指定管理者制度現況 自治体名 舞鶴市 26 資料４
指定管理者制度担当課 総務課 24

（利用料金導入施設） 指定管理料のマイナス額は収納額

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

(平成27年度） 90,710 (平成27年度） 5,512 29,286 (平成27年度）
(平成28年度） 83,664 (平成28年度） 5,500 29,845 (平成28年度）

直近（平成29年度） 88,873 直近（平成29年度） 5,971 29,286 2,597 直近（平成29年度） 37,795 60
(平成27年度） 44,399 (平成27年度） 5,570 30,900 (平成27年度）
(平成28年度） 50,917 (平成28年度） 5,562 31,165 (平成28年度）

直近（平成29年度） 47,874 直近（平成29年度） 6,347 31,489 2,655 直近（平成29年度） 38,481 2,010
(平成27年度） 8,648 (平成27年度） 524 8,128 (平成27年度）
(平成28年度） 7,614 (平成28年度） 513 8,264 (平成28年度）

直近（平成29年度） 7,550 直近（平成29年度） 594 8,128 0 直近（平成29年度） 8,485 237
(平成27年度） 97,776 (平成27年度） 9,731 47,415 (平成27年度）
(平成28年度） 101,077 (平成28年度） 11,203 47,001 (平成28年度）

直近（平成29年度） 91,937 直近（平成29年度） 10,781 33,127 85,644 直近（平成29年度） 123,109 6,442
(平成27年度） 282,280 (平成27年度） 37,000 77,211 (平成27年度）
(平成28年度） 361,015 (平成28年度） 44,625 79,222 (平成28年度）

直近（平成29年度） 335,275 直近（平成29年度） 44,351 78,705 17,209 直近（平成29年度） 145,915 ▲ 5,650
(平成27年度） 12,562 (平成27年度） 86,073 ▲ 2,077 (平成27年度）
(平成28年度） 12,314 (平成28年度） 87,143 ▲ 2,077 24,369 (平成28年度） 90,553

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 18 ▲ 18
(平成27年度） 7,009 (平成27年度） 52,032 ▲ 1,028 (平成27年度）
(平成28年度） 6,921 (平成28年度） 53,199 ▲ 1,028 13,269 (平成28年度） 45,785 19,655

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 7,344 (平成27年度） 62,818 ▲ 3,281 (平成27年度）
(平成28年度） 6,837 (平成28年度） 59,293 ▲ 3,281 14 (平成28年度） 64,694 ▲ 8,669

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 44,221 (平成27年度） 7,879 65,595 (平成27年度）
(平成28年度） 38,301 (平成28年度） 7,604 67,035 (平成28年度）

直近（平成29年度） 36,089 直近（平成29年度） 6,852 65,567 4,115 直近（平成29年度） 76,534 0
(平成27年度） 20,995 (平成27年度） 24,829 ▲ 4,700 (平成27年度）
(平成28年度） 19,346 (平成28年度） 23,852 ▲ 4,700 0 (平成28年度） 20,417 ▲ 1,264

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 542,759 (平成27年度） 7,488 54,169 (平成27年度）
(平成28年度） 927,925 (平成28年度） 7,233 53,416 43,367 (平成28年度） 98,774 5,241

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） (平成27年度） (平成27年度）
(平成28年度） 12,859 (平成28年度） 1,245 7,791 327 (平成28年度） 9,093 270

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 1 (平成27年度） 240 0 (平成27年度）
(平成28年度） 1 (平成28年度） 160 0 23 (平成28年度） 332,577 ▲ 332,394

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 998 (平成27年度） 12,968 0 (平成27年度）
(平成28年度） 1,120 (平成28年度） 13,146 0 (平成28年度）

直近（平成29年度） 1,318 直近（平成29年度） 14,388 0 84,915 直近（平成29年度） 109,851 ▲ 10,548
(平成27年度） 18,620 (平成27年度） 0 8,162 (平成27年度）
(平成28年度） 17,665 (平成28年度） 0 8,162 (平成28年度）

直近（平成29年度） 18,492 直近（平成29年度） 0 8,162 23,742 直近（平成29年度） 33,957 ▲ 2,053
(平成27年度） 44,209 (平成27年度） 8,499 15,829 (平成27年度）
(平成28年度） 46,717 (平成28年度） 8,820 11,092 18,162 (平成28年度） 38,185 ▲ 112

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）
(平成27年度） 37,534 (平成27年度） 6,601 2,811 (平成27年度）
(平成28年度） 29,794 (平成28年度） 5,120 3,507 26,672 (平成28年度） 35,299 0

直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

H30

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

舞鶴市西市民プラザ コミュニティ施設
特定非営利活動法人まちづくりサポー
トクラブ

非公募 H26

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

舞鶴市大丹生コミュニティセンター コミュニティ施設 西大浦産業株式会社 非公募 H26

青葉山ろく公園 体育施設 特定非営利活動法人ガバナンス舞鶴 公募 H26 H30

H30

H30
東舞鶴公園、泉源寺公園、前島みなと公園、舞鶴文
化公園、東体育館

体育施設 舞鶴スポーツネットワーク 公募 H26

舞鶴市総合文化会館、舞鶴東コミュニティセンター 生涯学習施設 公益財団法人舞鶴市文化事業団 非公募 H26 H30

舞鶴市加佐デイサービスセンター 、舞鶴市加佐在宅
介護支援センター

保健福祉施設 社会福祉法人成光苑 非公募 H27

舞鶴市南デイサービスセンター、舞鶴市南在宅介護
支援センター

保健福祉施設 社会福祉法人大樹会 非公募 H27 H29

H29

H30舞鶴市商工観光センター 産業振興施設 舞鶴商工会議所 公募 H26

舞鶴市中デイサービスセンター 保健福祉施設 社会福祉法人 安寿会 非公募 H27 H29

舞鶴赤れんがパーク 観光余暇関連施設
一般社団法人京都府北部地域連携都
市圏振興社

公募 H2７

舞鶴市東地区中心市街地複合施設 産業振興施設 タイムズ・日本管財グループ 公募 H26 H28

H31

H30舞鶴市滞在型農林業体験実習施設 産業振興施設 西方寺農事組合 非公募 H26

舞鶴市勤労者福祉センター 産業振興施設
一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター
協議会

非公募 H28 H30

舞鶴親海公園 観光余暇関連施設 株式会社農業法人ふるる 非公募 H26

舞鶴市農業公園 産業振興施設 株式会社農業法人ふるる 非公募 H26 H30

H30

H30舞鶴自然文化園 観光余暇関連施設 公益財団法人舞鶴市花と緑の公社 非公募 H26

五老ヶ岳公園 観光余暇関連施設 特定非営利活動法人ガバナンス舞鶴 公募 H24 H28



指定管理者制度現況 自治体名 綾部市 64 資料４
指定管理者制度担当課 財政課 59

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 聴取可能世帯割合７４パーセント 利用料金導入前年度 30,186 20,511 利用料金導入前年度 48,106 2,591
利用料金導入年度 聴取可能世帯割合７４パーセント 利用料金導入年度 0 30,186 20,462 利用料金導入年度 48,786 1,862
直近（平成29年度） 聴取可能世帯割合９９パーセント 直近（平成29年度） 0 30,186 66,965 直近（平成29年度） 94,993 2,158

利用料金導入前年度 110 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 122 ▲ 122
利用料金導入年度 108 利用料金導入年度 51 20 222 利用料金導入年度 293 0
直近（平成29年度） 139 直近（平成29年度） 38 34 229 直近（平成29年度） 301 0

利用料金導入前年度 319 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 988 ▲ 988
利用料金導入年度 498 利用料金導入年度 647 543 332 利用料金導入年度 1,521 1
直近（平成29年度） 941 直近（平成29年度） 1,009 721 88 直近（平成29年度） 1,817 1

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 2,513 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 3,276 利用料金導入年度 10,600 2,447 0 利用料金導入年度 2,447 10,600
直近（平成29年度） 3,926 直近（平成29年度） 2,700 2,020 0 直近（平成29年度） 2,020 2,700

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 411 利用料金導入年度 25 1,150 655 利用料金導入年度 1,381 449
直近（平成29年度） 187 直近（平成29年度） 13 1,183 804 直近（平成29年度） 2,000 0

利用料金導入前年度 17,300 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 13,990 ▲ 13,990
利用料金導入年度 17,934 利用料金導入年度 2,181 9,485 521 利用料金導入年度 11,882 305
直近（平成29年度） 30,754 直近（平成29年度） 2,915 16,031 8,563 直近（平成29年度） 23,703 3,806

利用料金導入前年度 2,384 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 1,004 ▲ 1,004
利用料金導入年度 2,882 利用料金導入年度 60 702 185 利用料金導入年度 897 50
直近（平成29年度） 1,760 直近（平成29年度） 19 1,631 507 直近（平成29年度） 2,100 57

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 0 不明 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 1,910 利用料金導入年度 1,617 3,116 61 利用料金導入年度 4,771 23
直近（平成29年度） 1,899 直近（平成29年度） 1,395 3,486 473 直近（平成29年度） 5,355 ▲ 1

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 20,000 不明 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 25,786 利用料金導入年度 6,952 20,000 1,583 利用料金導入年度 10,810 17,725
直近（平成29年度） 19,350 直近（平成29年度） 4,839 21,200 1,262 直近（平成29年度） 10,603 16,698

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 0 不明 利用料金導入前年度 3,314 ▲ 3,314
利用料金導入年度 69 利用料金導入年度 218 5,495 0 利用料金導入年度 5,420 293
直近（平成29年度） 62 直近（平成29年度） 197 5,985 0 直近（平成29年度） 6,244 ▲ 62

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 0 30 利用料金導入前年度 (3314)
利用料金導入年度 4 利用料金導入年度 (5495) 0 利用料金導入年度 (5420)
直近（平成29年度） 5 直近（平成29年度） 0 (5985) 0 直近（平成29年度） (6244)

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 不明 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 不明 利用料金導入年度 不明 不明 0 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） (157) 直近（平成29年度） 39 420 0 直近（平成29年度） 13 446

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 不明 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 (22) 利用料金導入年度 25 不明 0 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） (40) 直近（平成29年度） 49 345 0 直近（平成29年度） 23 371

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 374 ▲ 374

利用料金導入前年度 154 利用料金導入前年度 0 153 利用料金導入前年度 153 0
利用料金導入年度 156 利用料金導入年度 152 0 54 利用料金導入年度 206 0
直近（平成29年度） 683 直近（平成29年度） 389 0 0 直近（平成29年度） 389 0

利用料金導入前年度 45 利用料金導入前年度 0 48 利用料金導入前年度 48 0
利用料金導入年度 48 利用料金導入年度 42 0 32 利用料金導入年度 74 0
直近（平成29年度） 253 直近（平成29年度） 222 0 177 直近（平成29年度） 399 0

利用料金導入前年度 0 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 322 利用料金導入年度 15 43 37 利用料金導入年度 95 0
直近（平成29年度） 1,386 直近（平成29年度） 15 167 30 直近（平成29年度） 212 0

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 不明 不明 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 701（274） 利用料金導入年度 1,750 8,328 2,958 利用料金導入年度 12,730 306
直近（平成29年度） 1,108（768） 直近（平成29年度） 3,708 16,745 5,136 直近（平成29年度） 23,546 2,043

利用料金導入前年度 71,997 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 71,549 利用料金導入年度 0 5,127 6 利用料金導入年度 5,389 ▲ 256
直近（平成29年度） 69,527 直近（平成29年度） 0 11,116 81 直近（平成29年度） 12,087 ▲ 890

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 223,399 利用料金導入年度 212,060 6,593 21,918 利用料金導入年度 261,299 ▲ 20,728
直近（平成29年度） 136,706 直近（平成29年度） 142,259 21,129 924 直近（平成29年度） 156,471 7,841

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 不明 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 不明 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 4,375 利用料金導入年度 21,127 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 4,620 直近（平成29年度） 18,742 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 210 利用料金導入年度 491 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 298 直近（平成29年度） 2,025 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 7,293 利用料金導入年度 10,577 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 6,867 直近（平成29年度） 5,542 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 不明 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 不明 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 0 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 113,049 利用料金導入年度 46,003 9,180 5,640 利用料金導入年度 60,823 0
直近（平成29年度） 145,153 直近（平成29年度） 67,805 9,315 2,741 直近（平成29年度） 79,861 0

利用料金導入前年度 （533） 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 （727） 利用料金導入年度 3,393 8,085 0 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） （760） 直近（平成29年度） 3,173 8,766 0 直近（平成29年度） 11,939 0

利用料金導入前年度 75,735 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 80,830 利用料金導入年度 4,391 5,733 128 利用料金導入年度 10,128 124
直近（平成29年度） 56,991 直近（平成29年度） 3,793 10,759 140 直近（平成29年度） 14,428 264

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 20,722（1,076） 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 16,968(1,141) 利用料金導入年度 1,018 1,450 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 18,194(943) 直近（平成29年度） 706 1,428 1,451 直近（平成29年度） 2,390 1,195

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度 0
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 0

利用料金導入前年度 7,816(448) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 5,287(315) 利用料金導入年度 256 1,462 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 6,712(506) 直近（平成29年度） 516 1,455 1,795 直近（平成29年度） 2,257 1,509

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

H33

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

綾部市地域情報センター その他施設 株式会社エフエムあやべ 非公募 H30

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 なし

綾部市高津コミュニティセンター コミュニティ施設 高津町自治会 非公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり

綾部市田野コミュニティセンター コミュニティ施設 田野町自治会 非公募 H30 H33

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市福祉ホール 保健福祉施設 社会福祉法人綾部市社会福祉協議会 非公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 なし

綾部市高津グラウンド 体育施設施設 高津町自治会 非公募 H30 H33

綾部市清山荘 保健福祉施設
特定非営利活動法人あやべ福祉フロン
ティア

公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり

綾部市かんばやし交流館 コミュニティ施設 口上林地区自治会連合会 公募 H30 H33

H33

H19 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市市民ホール コミュニティ施設
公益社団法人綾部市シルバー人材セ
ンター

公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり

綾部市ふれあいの家 コミュニティ施設 豊里地区自治会連合会 公募 H30 H33

綾部工業団地・交流プラザ 産業振興施設
一般社団法人綾部工業団地振興セン
ター

公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり

I・Tビル 産業振興施設 綾部商工会議所 公募 H30 H33

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市以久田野多目的広場 体育施設 豊里地区自治会連合会 公募 H30
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり

綾部工業団地・ヘリストップ 産業振興施設
一般社団法人綾部工業団地振興セン
ター

公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市林業センター 産業振興施設 綾部市森林組合 非公募 H30 H33

綾部市山家運動公園 体育施設 山家地区自治会連合会 公募 H30 H33

綾部市桜が丘一丁目コミュニティセンター コミュニティ施設 桜が丘一丁目自治会 非公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市桜が丘二丁目コミュニティセンター コミュニティ施設 桜が丘二丁目自治会 非公募 H30 H33

綾部市水源の里・老富会館 生涯学習施設 老富会館管理運営委員会 非公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H19 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市里山交流研修センター 観光余暇関連施設
特定非営利活動法人里山ねっと・あや
べ

公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

あやべ温泉 観光余暇関連施設 株式会社緑土 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

あやべ観光案内所 観光余暇関連施設
一般社団法人京都府北部地域連携都
市圏振興社綾部地域本部

公募 H30 H33

公募 H30 H33

H18 なし
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

あやべ山の家 観光余暇関連施設 株式会社緑土 公募 H30 H33 H25 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

薬草の森 観光余暇関連施設 株式会社緑土

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市二王公園 観光余暇関連施設 株式会社緑土 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

ふるさと味あやべ工房 観光余暇関連施設 株式会社緑土 公募 H30

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市都市交流拠点施設 観光余暇関連施設 綾部商工会議所 非公募 H30 H33 H26 なし
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

二王広場 観光余暇関連施設 株式会社緑土 公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市市民センター 体育施設 綾部地区自治会連合会 非公募 H30 H31

綾部市中央公民館 生涯学習施設 公益財団法人京都府中丹文化事業団 非公募 H30 H33

綾部市綾部公民館 生涯学習施設 綾部地区自治会連合会 非公募 H30 H31 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市ふれあいセンター 生涯学習施設 中筋地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市中筋公民館 生涯学習施設 中筋地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市農業振興センター 産業振興施設 吉美地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市吉美公民館 生涯学習施設 吉美地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市農村婦人の家 産業振興施設 西八田地区自治会連合会 非公募 H30 H33



開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費
施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募

指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出
収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

利用料金導入前年度 3,704(247) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 3,599(271) 利用料金導入年度 174 1,336 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 3,416(246) 直近（平成29年度） 122 1,336 1,810 直近（平成29年度） 1,800 1,468

利用料金導入前年度 6,378(522) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 5,407(370) 利用料金導入年度 157 1,272 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 2,954(194) 直近（平成29年度） 144 1,300 465 直近（平成29年度） 1,611 298

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 7,752(308) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 4,867(257) 利用料金導入年度 190 1,402 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 6,282(387) 直近（平成29年度） 275 1,372 1,329 直近（平成29年度） 2,465 511

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 4,151(255) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 4,345(289) 利用料金導入年度 216 1,550 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 5,905(237) 直近（平成29年度） 286 1,558 828 直近（平成29年度） 2,194 478

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 15,827(579) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 14,865(561) 利用料金導入年度 816 2,072 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 8,723(491) 直近（平成29年度） 742 3,465 2,055 直近（平成29年度） 4,835 1,427

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 10,607(342) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 7,059(291) 利用料金導入年度 305 1,584 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 6,953(277) 直近（平成29年度） 347 2,270 546 直近（平成29年度） 2,229 934

利用料金導入前年度 9,068(550) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 8,697(520) 利用料金導入年度 705 1,430 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 2,737(196) 直近（平成29年度） 154 1,401 1,238 直近（平成29年度） 2,483 310

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 7,202(304) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 5,589(304) 利用料金導入年度 337 1,490 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 5,587(263) 直近（平成29年度） 335 2,348 773 直近（平成29年度） 2,910 546

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 3,455(243) 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 不明
利用料金導入年度 3,433(183) 利用料金導入年度 153 1,213 不明 利用料金導入年度 不明
直近（平成29年度） 2,831(166) 直近（平成29年度） 177 1,373 442 直近（平成29年度） 1,733 259

利用料金導入前年度 57,339 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 47,821 利用料金導入年度 4,580 21,468 166 利用料金導入年度 25,544 670
直近（平成29年度） 53,707 直近（平成29年度） 6,042 30,059 446 直近（平成29年度） 33,049 3,498

利用料金導入前年度 1,839 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 1,411 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 1,144 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 47,104 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 53,045 利用料金導入年度 158 2,189 0 利用料金導入年度 2,334 13
直近（平成29年度） 72,763 直近（平成29年度） 112 2,789 0 直近（平成29年度） 2,314 587

利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度
利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度
直近（平成29年度） 直近（平成29年度） 直近（平成29年度）

利用料金導入前年度 5,901 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 6,058 利用料金導入年度 763 415 0 利用料金導入年度 1,034 144
直近（平成29年度） 3,140 直近（平成29年度） 231 421 0 直近（平成29年度） 795 ▲ 143

利用料金導入前年度 2,746 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 4,113 利用料金導入年度 66 283 0 利用料金導入年度 483 ▲ 134
直近（平成29年度） 4,239 直近（平成29年度） 68 607 0 直近（平成29年度） 400 275

利用料金導入前年度 4,606 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 4,743 利用料金導入年度 40 407 0 利用料金導入年度 505 ▲ 58
直近（平成29年度） 5,826 直近（平成29年度） 57 432 2 直近（平成29年度） 443 48

利用料金導入前年度 3,503 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 3,503 利用料金導入年度 77 252 0 利用料金導入年度 357 ▲ 28
直近（平成29年度） 3,468 直近（平成29年度） 84 268 0 直近（平成29年度） 147 205

利用料金導入前年度 3,960 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 4,482 利用料金導入年度 53 573 5 利用料金導入年度 525 106
直近（平成29年度） 4,347 直近（平成29年度） 46 309 0 直近（平成29年度） 766 ▲ 411

利用料金導入前年度 19,423 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 20,069 利用料金導入年度 5,650 0 112 利用料金導入年度 5,067 695
直近（平成29年度） 8,680 直近（平成29年度） 2,541 1,022 96 直近（平成29年度） 4,003 ▲ 344

利用料金導入前年度 19,592 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 13,582 利用料金導入年度 2,170 0 48 利用料金導入年度 1,860 358
直近（平成29年度） 18,813 直近（平成29年度） 2,240 56 96 直近（平成29年度） 1,883 509

利用料金導入前年度 8,082 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 9,823 利用料金導入年度 912 3,538 18 利用料金導入年度 4,924 ▲ 456
直近（平成29年度） 8,774 直近（平成29年度） 1,079 3,831 37 直近（平成29年度） 3,588 1,359

利用料金導入前年度 15,721 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 20,453 利用料金導入年度 552 37 53 利用料金導入年度 641 1
直近（平成29年度） 19,857 直近（平成29年度） 363 1,962 76 直近（平成29年度） 1,788 613

利用料金導入前年度 0 利用料金導入前年度 0 0 利用料金導入前年度 0 0
利用料金導入年度 0 利用料金導入年度 0 0 0 利用料金導入年度 0 0
直近（平成29年度） 207,064 直近（平成29年度） 6,169,449 5,883,887 67,857 直近（平成29年度） 5,989,873 6,131,320

綾部市西八田公民館 生涯学習施設 西八田地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市東八田公民館 生涯学習施設 東八田地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市基幹集落センター 産業振興施設 山家地区自治会連合会 非公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市山家公民館 生涯学習施設 山家地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市健康ファミリーセンター 保健福祉施設 口上林地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市口上林公民館 生涯学習施設 口上林地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市豊里公民館 生涯学習施設 豊里地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市豊里コミュニティセンター 生涯学習施設 豊里地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市物部営農指導センター 産業振興施設 物部地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市物部公民館 生涯学習施設 物部地区自治会連合会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市観光センター 観光余暇関連施設 中上林地域振興協議会 非公募 H30 H33

綾部市志賀郷公民館 生涯学習施設 志賀郷地区自治会連合会 非公募 H30 H33

綾部市中上林公民館 生涯学習施設 中上林地域振興協議会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市林業者等健康管理センター 産業振興施設 奥上林地域振興協議会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市奥上林公民館 生涯学習施設 奥上林地域振興協議会 非公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市総合運動公園 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33

綾部市研修センター 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市第1市民グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市渕垣グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市第2市民グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33

公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市西部グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市田野グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市東部グラウンド 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市うずい野農村広場 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

高倉公園 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33 H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市丸山スポーツ公園 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 公募 H30 H33

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本

綾部市武道館 体育施設 一般財団法人綾部市体育協会 非公募 H30 H30

綾部市市民プール 体育施設 株式会社水夢 公募 H30 H33

H18 なし
毎年、事業費の検討を行
い、決定

綾部市立病院 医療施設 公益財団法人綾部市医療公社 非公募 H28 H37

H18 あり
特別な事情を除き、前年度
と同額が基本



指定管理者制度現況 自治体名 亀岡市 57 資料４
指定管理者制度担当課 財産管理課 47

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 569,861 直近（平成29年度） 68,185 206,723 1,231 直近（平成29年度） 265,193 10,946
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 57,732 直近（平成29年度） 3,644 1,663 直近（平成29年度） -
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 557 直近（平成29年度） 1,516 0 72 直近（平成29年度） 1,588 0
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 325 利用料金導入年度 286 0 164 利用料金導入年度 450 0
直近（平成29年度） 664 直近（平成29年度） 650 0 546 直近（平成29年度） 1,196 0
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 68,584 直近（平成29年度） 2,605 21,403 0 直近（平成29年度） 23,223 785
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 29,892 直近（平成29年度） 12 12,542 0 直近（平成29年度） 12,091 463
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 0 - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - 0 - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 108 直近（平成29年度） 6,150 0 - 直近（平成29年度） -
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 6,300 直近（平成29年度） 0 5,324 - 直近（平成29年度） -
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 0 - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - 0 - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 144 直近（平成29年度） 21,193 0 - 直近（平成29年度） -
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 0 - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - 0 - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 620 直近（平成29年度） 0 0 - 直近（平成29年度） -
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 254,679 直近（平成29年度） 93,596 43,500 19,488 直近（平成29年度） 154,009 2,575
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） 0 26,938 880 直近（平成29年度） 27,565 253
利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 941 直近（平成29年度） 1,568 0 564 直近（平成29年度） 1,604 528
利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -
利用料金導入年度 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -
直近（平成29年度） 14,506 直近（平成29年度） 3,803 3,909 898 直近（平成29年度） 7,270 1,340

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

Ｈ32

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

ガレリアかめおか 生涯学習施設 公財）生涯学習かめおか財団 条件付公募 Ｈ29

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

利用料金収入等を踏まえた指定管
理料の算出、利用料金収入の一部
市繰入れ検討等

Ｈ18
あり
Ｈ18

Ｈ32

Ｈ18
あり
Ｈ18

更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

利用料金収入等を踏まえた指定管
理料の算出、利用料金収入の一部
市繰入れ検討等

亀岡市大井生涯学習センター 生涯学習施設 大井町自治会 非公募 Ｈ29 - -Ｈ18
あり
Ｈ18

亀岡市社会体育施設（６施設） 体育施設 公財）亀岡市体育協会 公募 Ｈ28 Ｈ31

-

亀岡市総合福祉センター 保健福祉施設 公財）亀岡市福祉事業団 非公募 Ｈ28
積算施設管理経費から積算
利用料金収入を控除した額

-Ｈ18
あり
Ｈ18

亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター コミュニティ施設 南つつじケ丘自治会 非公募 Ｈ30 Ｈ32

Ｈ31

Ｈ26
あり
Ｈ26

-

Ｈ32

Ｈ18
あり
Ｈ18

積算施設管理経費から積算
利用料金収入を控除した額

-

亀岡市土づくりセンター 産業振興施設 公財）亀岡市農業公社 条件付公募 Ｈ29 - -Ｈ18
あり
Ｈ18

ふれあいプラザ 保健福祉施設 社福）亀岡市社会福祉協議会 条件付公募 Ｈ29 Ｈ32

利用料金制を採用しているが、十分
に公園利用が図れていない。

亀岡市食肉センター 産業振興施設 亀岡市食肉センター管理組合 非公募 Ｈ29
更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

-Ｈ18
あり
Ｈ18

亀岡市農業公園 産業振興施設 公財）亀岡市シルバー人材センター 条件付公募 Ｈ29 Ｈ32

Ｈ32

Ｈ18
あり
Ｈ18

更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

Ｈ31

Ｈ18
あり
Ｈ18

自主事業収入で管理れてお
り指定管理料は設定してい
ない

利用料金制を採用しているが、一般
の貸館利用は殆どない状況。

亀岡市都市公園２箇所（亀岡運動公園、さくら公園） 体育施設 株式会社三煌産業 公募 Ｈ28
更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

利用料金収入等を踏まえた指定管
理料の算出、利用料金収入の一部
市繰入れ検討等

Ｈ18
あり
Ｈ18

亀岡市林業センター 産業振興施設 亀岡市森林組合 非公募 Ｈ28 Ｈ31

Ｈ18
あり
Ｈ18

更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

利用料金収入等を踏まえた指定管
理料の算出、利用料金収入の一部
市繰入れ検討等

メディアス亀岡自転車等駐車場 駐車場等 大井町自治会 非公募 Ｈ28

亀岡市都市公園３３箇所 その他施設 公財）亀岡市都市緑花協会 公募 Ｈ29 Ｈ32

Ｈ18
あり
Ｈ18

更新時に指定管理者が作
成した収支予算書等に基づ
く額

利用料金収入等を踏まえた指定管
理料の算出、利用料金収入の一部
市繰入れ検討等

- -

亀岡市七谷川野外活動センター その他施設 千歳町自治会 非公募 Ｈ28 Ｈ31

Ｈ31 Ｈ18
あり
Ｈ18



指定管理者制度現況 自治体名 長岡京市 14 資料４
指定管理者制度担当課 総合政策部　公共施設再編推進室 6

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度（H17） 73,187 利用料金導入年度（H17） 18,793 69,978 519 利用料金導入年度（H17） 81,740 7,550

直近（平成29年度） 198,285 直近（平成29年度） 43,670 66,825 2,566 直近（平成29年度） 113,046 15

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度（H19） 9,688 利用料金導入年度（H19） 251 5,671 1,939 利用料金導入年度（H19） 7,832 29

直近（平成29年度） 18,939 直近（平成29年度） 546 9,768 6,281 直近（平成29年度） 16,594 1

平成27年度 88,327 平成27年度 19,178 36,590 1,517 平成27年度 58,055 ▲ 770

平成28年度 117,541 平成28年度 15,950 38,187 2,059 平成28年度 56,242 ▲ 46

直近（平成29年度） 146,845 直近（平成29年度） 17,788 38,579 1,444 直近（平成29年度） 57,847 ▲ 36

平成27年度 59,022 平成27年度 14,458 14,616 2,785 平成27年度 31,087 772

平成28年度 90,389 平成28年度 14,771 14,616 2,366 平成28年度 31,715 38

直近（平成29年度） 109,632 直近（平成29年度） 15,111 12,711 1,863 直近（平成29年度） 29,648 37

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度(H17) 344,260 利用料金導入年度(H17) 109,693 0 0 利用料金導入年度（H17） 81,219(市への納付金含む) 28,474

直近（平成29年度） 386,592 直近（平成29年度） 136,374 0 0 直近（平成29年度） 117,033(市への納付金含む) 19,341

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度（H25） 5,755 利用料金導入年度（H25） 3,554 0 0 利用料金導入年度（H25） 2,946(市への納付金含む) 608

直近（平成29年度） 24,659 直近（平成29年度） 15,128 0 0 直近（平成29年度） 13,651(市への納付金含む) 1,477

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

中央生涯学習センター 生涯学習施設 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 公募 H29

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

指定管理者を選定する際に、5年
間の事業計画（予算）を提出いただ
いており、その予算上の指定管理
料が基本となっています。

・利用料金をそこまで高くできない施設の場
合、必ずしも利用料金制度が、指定管理者
にとって大きなインセンティブになるとは限ら
ない。指定管理者のモチベーションを上げる
には別にも仕組みも考える必要がある。
・市側の融通（突然のキャンセル・とりあえず
仮で予約するなど）は、通しにくくなる。

長岡京市立神足ふれあい町家 コミュニティ施設 特定非営利活動法人乙訓障害者事業協会 公募 H27 H32

H34
H17

（4月開始）
H17

H19
（9月開始）

H19

指定管理者を選定する際に、5年
間の事業計画（予算）を提出いただ
いており、その予算上の指定管理
料が基本となっています。

西山公園体育館 体育施設 公益財団法人長岡京市体育協会 公募 H29 H34

特になし

長岡京市立スポーツセンター 体育施設 公益財団法人長岡京市体育協会 公募 H29 H34

H18
（4月開始）

H18

指定管理者を選定する際に、5年
間の事業計画（予算）を提出いただ
いており、その予算上の指定管理
料が基本となっています。

H18
（4月開始）

H18

指定管理者を選定する際に、5年
間の事業計画（予算）を提出いただ
いており、その予算上の指定管理
料が基本となっています。

特になし

長岡京市営長岡京駅西駐車場 駐車場等 長岡京都市開発株式会社 公募 H30 H35

特になし

H17
（4月開始）

H17
駐車料金（利用料金）の収入で施
設の運営が可能であるため、指定
管理料は発生していません。

H25
（12月開始）

H25 駐車料金（利用料金）の収入で施
設の運営が可能であるため、指定
管理料は発生していません。

特になし

長岡京市営西山天王山駅東駐車場 駐車場等 アマノマネジメントサービス株式会社 公募 H28 H33



指定管理者制度現況 自治体名 八幡市 100 資料４
指定管理者制度担当課 契約検査課 12

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 93,750 利用料金導入前年度 112,597 利用料金導入前年度 111,870 727

利用料金導入年度 89,786 利用料金導入年度 22,251 6,000 81,439 利用料金導入年度 112,328 ▲ 2,638

直近（平成29年度） 106,649 直近（平成29年度） 11,233 15,261 158,958 直近（平成29年度） 185,333 119

利用料金導入前年度 13,344 利用料金導入前年度 0 3,700 0 利用料金導入前年度 3,700 0

利用料金導入年度 利用料金導入年度 利用料金導入年度

直近（平成29年度） 13,344 直近（平成29年度） 0 3,700 0 直近（平成29年度） 3,700 0

利用料金導入前年度 0 利用料金導入前年度 0 9,144 0 利用料金導入前年度 9,144 0

利用料金導入年度 0 利用料金導入年度 0 9,993 0 利用料金導入年度 9,993 0

直近（平成29年度） 0 直近（平成29年度） 0 12,569 0 直近（平成29年度） 12,569 0

利用料金導入前年度 310,586 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度

利用料金導入年度 310,465 利用料金導入年度 49,634 24,855 105,067 利用料金導入年度 178,732 824

直近（平成29年度） 317,828 直近（平成29年度） 61,160 32,709 143,057 直近（平成29年度） 237,883 ▲ 957

平成27年度 182,828 平成27年度 41,331 45,701 90,269 平成27年度 147,922 29,379

平成28年度 155,720 平成28年度 40,293 41,615 90,647 平成28年度 148,939 23,616

直近（平成29年度） 140,949 直近（平成29年度） 39,513 42,644 94,568 直近（平成29年度） 149,716 27,009

平成27年度 32,742 平成27年度 9,182 41,549 90,982 平成27年度 133,776 7,937

平成28年度 38,273 平成28年度 9,206 41,555 92,391 平成28年度 113,692 29,460

直近（平成29年度） 34,343 直近（平成29年度） 9,686 43,827 101,103 直近（平成29年度） 126,077 28,539

利用人数（利用件数）

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理

導入年度
利用料金
導入年度

八幡市立やわた流れ橋交流プラザ その他施設 京都やましろ農業協同組合 公募 H26

指定管理者収入 指定管理者支出
収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

施設の利用料を管理者の収
入として管理経費に充てるこ
とを原則とするが、会計年度
（４月１日から翌年３月３１日
まで）毎の収支計画におい
て支出超過 とな る 場 合に
は、八幡市が審査の上予算
の範囲内で指定管理料を決
定。

特になし。

福祉会館 保健福祉施設 (福)八幡市社会福祉協議会 非公募 H29 H33

H30 H18 H18

老人憩いの家「八寿園」 保健福祉施設 (福)八幡市社会福祉協議会 非公募 H28

H18 なし

指定管理事業者と協議の上
決定

会館の利用に現状としては、福祉に
資する活動を行う団体等の比重が
大きく、また、条例に規定する福祉
会館設置趣旨を鑑みると、利用料
金制度を導入するのは困難であ
る。

管理にかかる予算を精査し
決定

利用料金制度の導入については現
段階で考えていない。

八幡市民体育館、志水防災広場、都市公園(男山レ
クセン含む92施設)

体育施設 (公財)八幡市公園施設事業団 非公募 H30 H32

H32 H18 なし

八幡市文化センター 生涯学習施設 (公財)やわた市民文化事業団 非公募 H30

H18
H18

（一部施設の
み）

実管理経費から利用料収入
等差し引いた額

特になし。

非公募につき、候補者から
の申請内容により決定。

災害等による減収時の補填。

松花堂庭園・松花堂美術館 生涯学習施設 (公財)やわた市民文化事業団 非公募 H30 H34

H34 H18 H18

H18 H18

非公募につき、候補者から
の申請内容により決定。

災害等による減収時の補填。



指定管理者制度現況 自治体名 京田辺市 4 資料４
指定管理者制度担当課 企画政策部企画調整室 4

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 なし 利用料金導入前年度 なし

利用料金導入年度 不明 利用料金導入年度 不明 不明 不明 利用料金導入年度 不明

直近（平成29年度） 47,792 直近（平成29年度） 2,113 12,550 3,296 直近（平成29年度） 17,025 934

利用料金導入前年度 不明 利用料金導入前年度 利用料金導入前年度 0 0

利用料金導入年度 11,407 利用料金導入年度 4,444 0 54 利用料金導入年度 5,942 ▲ 1,444

直近（平成29年度） 27,603 直近（平成29年度） 8,695 0 1,324 直近（平成29年度） 9,483 535

利用料金導入前年度 88,929 利用料金導入前年度 3,043 利用料金導入前年度 97,255

利用料金導入年度 87,404 利用料金導入年度 20,729 45,115 5,738 利用料金導入年度 72,864 ▲ 1,282

直近（平成29年度） 103,940 直近（平成29年度） 19,004 39,610 13,357 直近（平成29年度） 76,005 ▲ 4,035

利用料金導入前年度 276,480 利用料金導入前年度 1,518 利用料金導入前年度 63,528

利用料金導入年度 289,939 利用料金導入年度 25,361 31,275 2,686 利用料金導入年度 59,321 0

直近（平成29年度） 321,858 直近（平成29年度） 27,924 33,926 6,185 直近（平成29年度） 67,505 530

利用人数（利用件数）

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理

導入年度
利用料金
導入年度

京田辺市立社会福祉センター 保健福祉施設 社福）京田辺市社会福祉協議会 非公募 H28

指定管理者収入 指定管理者支出
収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

当初指定管理料を継承 使用料は施設の開設当時より条例
によって定められており、近年では
料金収入では管理費用を賄うこと
が困難になっている。

新田辺駅東自転車駐輪場 駐車場等 奈交サービス株式会社 公募 H28 H32

H32 H18 H18

田辺公園プール 体育施設
ケー・エス・シー クリーン工房ＳＳＫグ
ループ

公募 H28

H18.10 H18.10

市からの指定管理料はな
く、指定管理者のみで運営し
ている。

少子高齢化による利用者の減少、
減免制度（65歳以上）への移行によ
り料金収入が減少している。

直営直近３年間の決算書を
参考に指定管理料上限額を
設定

指定管理料は年度当初に決定する
ため、見込みより少ない利用の場
合の指定管理者の収支は、赤字と
なる。

有料公園公園施設等 体育施設 特非）京田辺市社会体育協会 非公募 H28 H32

H32 H19 H１9

H23 H23

直営直近３年間の決算書を
参考に指定管理料上限額を
設定

１０割減免としている市主催事業等
を多く実施することで、指定管理者
の収入を下げてしまうこととなる。



指定管理者制度現況 自治体名 京丹後市 55 資料４
指定管理者制度担当課 財産活用課 53

（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 13,925 利用料金導入年度 137,552 36,000 0 利用料金導入年度 171,234

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 6,982 利用料金導入前年度 62,021 0 0 利用料金導入前年度 59,366 2,655

利用料金導入年度 7,264 利用料金導入年度 66,015 0 0 利用料金導入年度 53,364 12,651

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） - #VALUE!

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 10,290 利用料金導入前年度 103,923 0 2,043 利用料金導入前年度 103,058 2,908

利用料金導入年度 9,733 利用料金導入年度 97,684 0 1,916 利用料金導入年度 98,158 1,442

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 4,085 利用料金導入前年度 10,183 0 117 利用料金導入前年度 10,213 87

利用料金導入年度 3,480 利用料金導入年度 8,450 0 107 利用料金導入年度 8,373 184

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 169,804 利用料金導入前年度 166,485 0 6 利用料金導入前年度 164,595 1,896

利用料金導入年度 157,576 利用料金導入年度 153,781 0 0 利用料金導入年度 154,123 ▲ 342

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項
指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

特になし

浅茂川墓地 その他施設 浅茂川区 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 -

浜詰墓地 その他施設 浜詰区 非公募 H28 H37

H37

H18 -

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

野間基幹集落センター コミュニティ施設 野間連合区 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

五十河地区基幹集落センター コミュニティ施設 五十河地区区長会 非公募 H28 H32

特になし

久美浜婦人センター コミュニティ施設 二区地区活性化協議会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

久美浜福祉センター コミュニティ施設 久美浜一区自治振興会 非公募 H28 H32

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

久美浜農業センター コミュニティ施設 海部地区活性化協議会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

久美浜林業センター コミュニティ施設 川上地区自治振興会 非公募 H28 H32

特になし

久美浜果樹センター コミュニティ施設 田村地区活性化協議会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

久美浜機業センター コミュニティ施設 京丹後市佐濃地区活性化協議会 非公募 H28 H32

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

久美浜ぎょそんセンター コミュニティ施設 湊地区活性化協議会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

久美浜健康センター コミュニティ施設 神野地区自治会 非公募 H28 H32

特になし

国民健康保険直営大宮診療所
他1施設

医療施設 飯田診療会 非公募 H30

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH30 有り

国民健康保険直営宇川診療所 医療施設 (福)はしうど福祉会 非公募 H28 H32

H39

H28 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H31

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

浜詰ふれあいセンター 保健福祉施設 (福)丹後福祉会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

網野社会参加交流ハウス 保健福祉施設 (福)あみの福祉会 非公募 H28 H32

特になし

弥栄生きがい交流センター 保健福祉施設 (福)あしぎぬ福祉会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

丹後老人福祉センター松風苑 保健福祉施設 (福)京丹後市社会福祉協議会 非公募 H28 H31

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H31

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

大宮農産物加工直売施設 産業振興施設 ㈲丹後路たにうちファーム 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

佐濃デイサービスセンター 保健福祉施設 (福)北丹後福祉会 非公募 H28 H31

特になし

久美浜総合交流販売施設 産業振興施設 ㈱くみはま縣 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

弥栄果樹園管理棟併用休憩施設産業振興施設 ㈲フルーツ王国やさか 非公募 H28 H31

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

大宮織物ホール 生涯学習施設 京丹後市商工会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

弥栄機業センター 生涯学習施設 京丹後市商工会 非公募 H28 H32

・利用人数及び指定管理者の収支は、モニタリングで公表しているもののみとさせていただきます。

・指定管理導入当初より、利用料金制を導入しているため、平成27,28年を記載。

（平成29年度は現在とりまとめ中のため、未記載とさせていただきます。）



利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 16,503 利用料金導入前年度 12,269 10,056 0 利用料金導入前年度 21,926 399

利用料金導入年度 13,107 利用料金導入年度 10,593 9,450 125 利用料金導入年度 17,953 2,215

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 127,648 利用料金導入前年度 59,829 22,393 1,368 利用料金導入前年度 92,617 ▲ 9,027

利用料金導入年度 115,282 利用料金導入年度 37,944 29,942 1,824 利用料金導入年度 67,082 2,628

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 144,848 利用料金導入前年度 105,398 0 369 利用料金導入前年度 94,171 11,596

利用料金導入年度 126,236 利用料金導入年度 89,771 360 2,873 利用料金導入年度 93,258 ▲ 254

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 9,094 利用料金導入前年度 22,900 0 93 利用料金導入前年度 25,059 ▲ 2,066

利用料金導入年度 7,762 利用料金導入年度 18,884 1,040 82 利用料金導入年度 21,760 ▲ 1,754

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 37,014 利用料金導入前年度 74,781 3,409 1,216 利用料金導入前年度 82,445 ▲ 3,039

利用料金導入年度 32,686 利用料金導入年度 60,632 3,196 1,146 利用料金導入年度 71,728 ▲ 6,754

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 89,801 利用料金導入前年度 100,816 5,025 3,704 利用料金導入前年度 110,262 ▲ 717

利用料金導入年度 83,714 利用料金導入年度 85,696 9,350 3,609 利用料金導入年度 96,530 2,125

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 11,630 利用料金導入前年度 9,108 0 0 利用料金導入前年度 7,306 1,802

利用料金導入年度 12,905 利用料金導入年度 10,440 0 0 利用料金導入年度 7,799 2,641

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 12,559 利用料金導入前年度 23,452 32,689 1,670 利用料金導入前年度 61,377 ▲ 3,566

利用料金導入年度 15,494 利用料金導入年度 22,110 33,590 874 利用料金導入年度 64,248 ▲ 7,674

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 124,885 利用料金導入前年度 152,451 2,614 3,715 利用料金導入前年度 132,987 25,793

利用料金導入年度 124,473 利用料金導入年度 88,490 12,000 4,133 利用料金導入年度 95,670 8,953

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 17,735 利用料金導入前年度 19,958 6,116 705 利用料金導入前年度 25,639 1,140

利用料金導入年度 17,819 利用料金導入年度 18,453 6,260 757 利用料金導入年度 25,027 443

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 - 利用料金導入前年度 - - 利用料金導入前年度 -

利用料金導入年度 - 利用料金導入年度 - - - 利用料金導入年度 -

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 36,516 利用料金導入前年度 3,592 15,600 1,024 利用料金導入前年度 19,178 1,038

利用料金導入年度 28,492 利用料金導入年度 3,959 15,606 1,269 利用料金導入年度 19,484 1,350

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 166,217 利用料金導入前年度 2,964 30,103 938 利用料金導入前年度 34,440 ▲ 435

利用料金導入年度 158,954 利用料金導入年度 2,708 29,700 1,024 利用料金導入年度 34,224 ▲ 792

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

利用料金導入前年度 12,361 利用料金導入前年度 4,945 6,585 51 利用料金導入前年度 10,834 747

利用料金導入年度 9,779 利用料金導入年度 4,562 7,100 44 利用料金導入年度 10,908 798

直近（平成29年度） - 直近（平成29年度） - - - 直近（平成29年度） -

特になし

天女の里交流施設 観光余暇関連施設 ㈱技研サービス 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

丹後商業活性化センター 産業振興施設 京丹後市商工会 非公募 H28 H30

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

浅茂川温泉静の里　他1施設 観光余暇関連施設 静の里繁栄会共同企業体 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

小町公園 観光余暇関連施設 NPO法人グリーンライフ丹後 公募 H28 H32

特になし

碇高原ステーキハウス 観光余暇関連施設 ㈱テンキテンキ村 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

道の駅　(てんきてんき丹後)　他４施設観光余暇関連施設 ㈱テンキテンキ村 非公募 H28 H32

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

宇川温泉よし野の里 観光余暇関連施設 ㈱福山 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

農林漁業体験実習館、地域休養施設　(はしうど荘)　他1施設観光余暇関連施設 ㈱ラソクラフト 公募 H29 H32

特になし

丹後半島森林公園（スイス村）　他３施設観光余暇関連施設 ㈱スイス村管理組合 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

高嶋園地 観光余暇関連施設 上野自治区 非公募 H30 H34

H32

H20 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

風蘭の館 観光余暇関連施設 蒲井・旭電源問題及び活性化対策協議会 非公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

弥栄あしぎぬ温泉 観光余暇関連施設 ㈱にしがき 公募 H28 H32

特になし

久美浜豪商　「稲葉本家」 観光余暇関連施設 NPO法人わくわくする久美浜をつくる会 公募 H28

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH18 有り

奥山自然たいけん公園　他１施設観光余暇関連施設 奥山たいけん村 非公募 H28 H32

H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

H31

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

八丁浜シーサイドパーク 体育施設 ㈱技研サービス 公募 H27

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH22 有り

かぶと山虹の家　他1施設 観光余暇関連施設 かぶと山ふるさと会 公募 H28 H32

H18 有り

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になし

琴引浜鳴き砂文化館 生涯学習施設 掛津区 非公募 H28

峰山途中ケ丘公園　他1施設 体育施設 (公財)京丹後市公園緑化事業団 非公募 H28 H32

施設の管理運営経費の見
込額の総額から、利用料金
及びその他の事業収入の
見込額の総額を減じた額

特になしH32 H18 有り
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（利用料金導入施設）

開始 終了 利用料金 指定管理料 その他収入 施設管理運営費

利用料金導入前年度 25,268 利用料金導入前年度 指定管理料の支払いなし 2,570 利用料金導入前年度 17,669 ▲ 15,099
利用料金導入年度 24,666 利用料金導入年度 15,717 0 3,227 利用料金導入年度 18,170 775
直近（平成29年度） 25,314 直近（平成29年度） 15,842 0 2,342 直近（平成29年度） 18,535 ▲ 350

利用料金導入前年度 10,725 利用料金導入前年度 7,000 164 利用料金導入前年度 5,666 1,498
利用料金導入年度 9,920 利用料金導入年度 利用料金の設定はない 7,000 26 利用料金導入年度 5,433 1,592
直近（平成29年度） 9,623 直近（平成29年度） 利用料金の設定はない 7,000 0 直近（平成29年度） 5,307 1,693

利用料金導入前年度 3,864 利用料金導入前年度 4,173 142 利用料金導入前年度 3,573 742
利用料金導入年度 3,852 利用料金導入年度 6 4,173 50 利用料金導入年度 3,459 770
直近（平成29年度） 3,189 直近（平成29年度） 9 4,173 178 直近（平成29年度） 3,527 833

利用料金導入前年度 46,433 利用料金導入前年度 21,400 6,889 利用料金導入前年度 19,239 9,050
利用料金導入年度 54,478 利用料金導入年度 5,049 21,400 7,354 利用料金導入年度 20,157 13,646
直近（平成29年度） 43,628 直近（平成29年度） 5,221 21,800 7,935 直近（平成29年度） 19,961 14,995

利用料金導入前年度 13,660 利用料金導入前年度 中央交流会館と一括した額 中央交流会館と一括した額 利用料金導入前年度 中央交流会館と一括した額

利用料金導入年度 15,371 利用料金導入年度 中央交流会館と一括した額 中央交流会館と一括した額 中央交流会館と一括した額 利用料金導入年度 中央交流会館と一括した額

直近（平成29年度） 18,002 直近（平成29年度） 中央交流会館と一括した額 中央交流会館と一括した額 中央交流会館と一括した額 直近（平成29年度） 中央交流会館と一括した額

利用料金導入前年度 37,629 利用料金導入前年度 32,350 10,323 利用料金導入前年度 30,885 11,788
利用料金導入年度 46,225 利用料金導入年度 3,374 32,000 7,375 利用料金導入年度 29,250 13,499
直近（平成29年度） 44,824 直近（平成29年度） 3,529 32,423 9,070 直近（平成29年度） 29,715 15,307

利用料金導入前年度 62,111 利用料金導入前年度 52,000 28,769 利用料金導入前年度 66,123 14,646
利用料金導入年度 93,038 利用料金導入年度 12,678 51,042 11,724 利用料金導入年度 47,022 28,422
直近（平成29年度） 103,424 直近（平成29年度） 12,537 51,897 14,946 直近（平成29年度） 49,624 29,756

利用料金導入前年度 12,883 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額

利用料金導入年度 16,679 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額

直近（平成29年度） 15,783 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額

利用料金導入前年度 29,470 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額

利用料金導入年度 56,073 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額

直近（平成29年度） 60,491 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額

利用料金導入前年度 100,798 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入前年度 山城総合文化センターと一括した額

利用料金導入年度 74,438 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 利用料金導入年度 山城総合文化センターと一括した額

直近（平成29年度） 61,386 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 山城総合文化センターと一括した額 直近（平成29年度） 山城総合文化センターと一括した額

指定管理制度導入施設数

利用料金導入施設数

施設名称 主要用途 管理運営主体 公募・非公募
指定管理期間 指定管理者収入 指定管理者支出

H33

収支差額 指定管理料の設定 利用料金制度課題と考える事項

山城町森林公園（レストヴィレッジ山城） 観光余暇関連施設 山城町森林公園 公募 H29

指定管理
導入年度

利用料金
導入年度

利用人数（利用件数）

指定管理料の設定はない 特になしH18 H18

利用料金の設定はない。

やすらぎコミュニティセンター コミュニティ施設
社会福祉法人木津川市社会福祉協議
会

非公募 H28
施設管理を実施するために
適切な額を、事業者と協議
の上設定している。

特になしH25 H25

木津老人福祉センター 保健福祉施設
社会福祉法人木津川市社会福祉協議
会

非公募 H27 H29

H31

H18 なし
施設管理を実施するために
適切な額を、事業者と協議
の上設定している。

H30

H18 H18
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

西部交流会館 生涯学習施設
公益財団法人木津川市緑と文化・ス
ポーツ振興事業団

公募 H28
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

H18 H18

中央交流会館 生涯学習施設
公益財団法人木津川市緑と文化・ス
ポーツ振興事業団

公募 H28 H30

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

山城総合文化センター（アスピアやましろ） 生涯学習施設 木津川市NEM・SPH共同事業体 公募 H28
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

H19 H19

加茂文化センター 生涯学習施設 日本環境マネジメント株式会社 公募 H28 H30

H30

H25 H25
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

H30

H19 H19
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

不動川公園 体育施設 木津川市NEM・SPH共同事業体 公募 H28
業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

H19 H19

やすらぎタウン山城プール 体育施設 木津川市NEM・SPH共同事業体 公募 H28 H30

業者から提案のあった金額
を市で精査して設定してい
る。

利用料金には減免制度が多く、指
定管理者の収入に影響している恐
れがある。

上狛駅東公園 体育施設 木津川市NEM・SPH共同事業体 公募 H28 H30 H19 H19

利用料金導入年度と前年度の人数が不明のため、直近３か年の利用人数を記載


