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作成
基準日

資本金

① 運営補助金

② 指定管理料

③ 貸付金

④ その他(           )

・ 短期貸付金残高

・ 長期貸付金残高

様式３　日向市第三セクター等経営状況及び点検評価結果報告書

平成31年4月1日 作成担当部署 観光交流課 電話番号 52-2111 代表者 日向市長 　十屋 幸平

名称等
名称 株式会社　日向サンパーク温泉 所　在　地 日向市大字幸脇303番地5

設立年月日 平成14年1月8日 電話番号
TEL : 0982-56-3800
 FAX : 0982-56-3805

ホームページ
アドレス

http://ww2.wainet.ne.jp/~sunpark/

50,000千円 設置目的 市民の憩いの場及び健康増進施設 事業(業務)内容 温泉浴場施設・道の駅・オートキャンプ場・体育施設の経営・管理・運営

うち市出向者・退職者数

7 2 0 12 2 43

18,690 17,352 23,729 日向サンパーク温泉完全換水業務及び道の駅「日向」管理業務委託に係る補助金

11,408 11,408 11,408 オートキャンプ場及び体育施設に係る管理料

役職員
数及び
給与の状
況

役　員 有給職員(臨時・パート職員は除く）

総数

役員報酬総額
(千円)H30年度

有給職員の
平均年齢

職員給与総額
(千円)H30年度

総数 うち市出向者・退職者数

23,146

第
三
セ
ク
タ
｜
へ
の
関
与
の
状
況

(1)公的支援(財政的関与）

項目
金額(千円) 備考(目的・内容・算出根拠等）

H28 H29 H30

25,000 25,000 25,000 株式会社 日向サンパーク温泉運転資金貸付要綱に基づく貸付金

55,098 53,760 60,137

(2)人的支援(人的関与） 特になし

合計

(3)その他の取組
　　(その他の課題）

・指導・監督の強化 第三セクターに関する指針策定

・情報の公開 日向サンパーク温泉改革プランに基づく点検・評価結果の公表

合計

①人口変動や交通網の変動に対応した経営
戦略を検討する。

　各月の部門別施設利用者を前年のデータと比較し、集客に
つながる自主及び連携事業等に取り組みました。また、道の
駅「日向」物産館出荷者協議会と連携し販売強化に努めまし
た。
○主な自主事業
・ハンギングバスケット展
・グラウンドゴルフ大会(隔月開催)
・サンパーク画廊展及び海の見える絵画展
・15周年大感謝祭(福祉施設フエア同時開催)
〇主な連携イベント
・ミュージックフェスティバル

(市)
　クルーズ客船の乗客やインバウンドの取込みに対する支援
を行いました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　温泉館の入館者数が減少しながらも「温泉・フ
ロント売上、料理売上、売店売上」の合計は前期
比増となっていることから、イベント開催等に取り
組まれた効果が現れているのではと思います。
　例年実施する事業も大事ですが、ターゲットを
変えたイベント（団塊世代に特化した新たなイベ
ント等）にも取り組むなど、新たな自主事業の実
施などによる、経営改善の取り組みが必要だと
考えます。例えば、他の団体との連携イベントを
企画したり、温泉施設を活用してもらえるような
イベントに積極的に売り込むような検討をお願い
します。

(3)運転資金の確保、支援 ①現状の運転資金に対する個人補償の債務
の解消及び運転資金確保のための短期資金
借入の検討を行います。（自立した運転が安
定するまで、短期の借入を継続する）

　年度末に業績状況を踏まえ「つなぎ融資」を受けました。
　【平成30年度つなぎ融資額】900万円

(市)
　年度当初に「株式会社サンパーク温泉運転資金貸付要綱」
に基づき、貸付を行いました。
  【平成30年度運転資金借入額】2,500万円
　道の駅日向の管理委託料の支払いについて、今まで年２回
分割の事後払いとしていましたが、資金の確保を円滑に行え
るよう、年4回に変更しました。指定管理料については現行ど
おり年度当初の一括支払いを継続しました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　資金繰り表を作成するなどして、資金繰り管理
に努めてください。

経営課題 経営健全化策(具体的取組） 取組結果 点検・評価

(1)施設ごとの経営把握 ①施設ごとの経営状況の明確化による経営
改善対策、また、分離・分割及び休止・廃止
の判断に備えるため、それぞれの施設ごとに
決算書を作成し、施設ごとの収支を明確にし
ます。

　平成21年度から部門ごとの決算書を作成するとともに、平成
２３年度からは月毎の決算書も部門ごとに作成しています。
月例社内会議で報告し、各部門の問題点の確認や改善につ
いて継続的に取り組みました。
○改善策取組事例
・年間イベントの充実・強化
・レストランメニューの改善による営業強化
・コインロッカーの有料化（1回：10円）

(市)
部門別の決算書の作成は行われていますが、温泉館につい
ては温泉に関する事業と、レストラン・売店・イベント等の事業
(自主事業)との経費区分が行われていないため、各事業の費
用対効果が不明であり、問題点を明確に把握することが困難
であり、可能な限り区分するよう昨年度に引き続き依頼を行い
ました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　部門ごとの業績把握・検討は、非常に丁寧に
実施されていると思います。一方で課題である
温泉部門をはじめ詳細な分析が必要だと考えま
す。経営改善に対する各事業の貢献度（収益・
集客力）の検証など、より詳細な把握・分析を行
い、経営に反映していくことを検討してください。

(2)経営戦略の検討

(4)経営参画意識の向上 ①会社の経営状況を社内で共有することによ
り、経営参画意識の向上に努める。

  管理職及び主任職を中心に月例会議を通して、経営状況
等の情報を共有化し、経営意識の醸成と業務改善に努めまし
た。また、物産館における経営改善の一環として、日向市物
産館再生支援事業に継続して取り組みました。
○職員提案型事業の取組
・サンパークいけ花展
・凧展示会
・陶芸教室
〇再生支援事業の取組
・社員及び出荷者研修会
・先進地視察

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　職員の意識醸成や職員提案型事業等への取
り組みは行なわれていますが、どの様に経営参
画意識が高まったのか、またそれが経営改善に
どう繋がっているのかについての分析が必要で
す。

(5)案内標識 ①サンパーク内の施設や遊歩道等の周辺観
光施設の所在を分かりやすく表示する。

　サンパーク周辺の美々津海岸遊歩道をグーグルマップスト
リートビューによる閲覧が出来るように、専用機械で撮影を行
い、令和元年度から、活用出来るよう取り組みました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった

経
営
状
況
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□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　施設間での協働事業により、相乗効果を生み
出そうとする試みは評価できます。企業をター
ゲットにした特別宿泊プランの利用促進に取り組
まれるといった新たな試みがみられ、今後の収
益改善に期待ができるものと考えます。

(6)集客増対策 ①マイクロバスを活用した団体客の集客、企
業の福利厚生施設としての利用、各種イベン
トの実施等により集客増を図る。

　入浴・グラウンドゴルフ・食事等で利用する方々に対し、マイ
クロバスでの送迎を継続し、サービスの向上に努めました。
○マイクロバス活用実績
・平成28年度：　308件　4,886名
・平成29年度：　315件　4,939名
・平成30年度:   302件  4,908名
○具体的取組事例
・自衛艦入港支援
・大型クルーズ船「飛鳥Ⅱ」入港支援
・温泉いきいき健康サロン支援
・東郷元気デイ・サービス：8地区
・堀一方温泉友の会

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　マイクロバスによる団体客の利用は図られてい
るが、温泉館の利用者は減少傾向にあり一般客
等を対象にした啓発やスポーツ団体など新たな
利用者の掘り起こしを図るなど、さらなる取組を
検討してください。

(7)各施設間の連携 ①温泉館、物産館、キャンプ場等各施設間の
連携によるイベントの開催や定期的な合同会
議開催により、サンパークのＰＲ及び集客増を
図るとともに相乗効果のある対策を講じる。

　オートキャンプ場のコテージ等を利用するお客様へのサー
ビス向上を図るため、物産館と連携してバーベキューセットの
販売促進に努めました。また、グラウンドゴルフと入浴、食事を
パック商品にしたサービスを通じて、高齢者の健康増進及び
利用促進に努めると共に、9月には、「敬老の日」を中心に「へ
べす湯」による入浴及び料金割引サービス等を行い、利用促
進に努めました。
 企業の保養所利用としての利用増進を図るため、宿泊、温泉
入浴、テニスコート及びＢＢＱ用具貸出のセットプランを用意
し、企業との契約を行いました。(H30年度より実施)
　
○期間中の利用状況
・平成28年度利用者数：　1,832名
・平成29年度利用者数：　4,005名
・平成30年度利用者数：　4,119名

（市）
　企業の保養所利用としての利用増進については、福利厚生
費としてサービス分の一部を企業に負担してもらい、収益の
確保が出来るように提案を行いました。

(10)施設の有効利用 ①オートキャンプ場コテージを昼間貸出でき
るよう検討し、収益増を図る。

　市条例の改正により日帰り利用ができる環境が整いました
が、年間を通して利用ニーズが少なく、利用拡大につながっ
ていませんが、平成30年度も、旭化成㈱の職員研修による利
用があり、食事<夕食>の利用もあったため、収益につながりま
した。

(市)
　オートキャンプ場コテージの定員増加と、追加利用者の料金
設定のために、旅館業法の変更手続や条例改正を行い、有
効利用が図れる体制を整えました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　利用者のニーズの把握に努めるとともに、利用
者から評価される（使い勝手の良い）規程改定な
ど、今後も継続して取り組んでください。また、
オートキャンプ場リピーターの増加を図るため、
割引制度やサービスなどの検討もお願いしま
す。

(11)人件費の抑制 ①各部署の職員体制並びに勤務体制を検討
し、効率的な人員配置に努める。

　年度当初に、設備担当職員が不慮の事故死で欠員となった
ことに加え、衛生担当職員が年度中盤に退職し欠員となった
ことから、二人の業務の一部をシルバー人材センターに委託
して業務遂行しました。
　また、オートキャンプ場については、管理職の場長以下パー
ト社員4名とアルバイト社員1名で施設管理業務全般を行って
いますが、パート社員の中から１名を主任に登用して、組織の
効率化を図りました。
　なお、平成29年度から女性社員の管理職昇格登用、温泉
館のレストラン部門と売店部門の業務一元化による「グループ
リーダー」配置及び若手社員の人材確保と組織のスキルアッ
プを図るため、若手パート社員１名を嘱託社員に登用してい
ます。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　人件費の削減は限界に近いものがあると感じ
ます。優秀な人材の確保のためには、柔軟な対
応も求められると考えます。また、人材の確保・
育成に努め、組織力を高めてください。

(8)オリジナル商品の開発 ①サンパーク温泉オリジナル商品の開発研究
と販売に努める。

　昨年度、地元との連帯感の醸成と地域貢献のため、地元自
治区（寺迫区）で栽培された「ひまわり」から生産された「油」を
使い、物産館オリジナルの新商品として開発した「ひまわりド
レッシング」を、道の駅「日向」限定商品として販売を促進する
ことで、道の駅「日向」の周知に努めるとともに、サンパーク施
設全体の集客力の向上に努めました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　昨年度と変わり映えない取組であり、新製品の
開発とあわせＰＲ不足と思われます。ターゲットと
している観光客の意見を聞くなどして、より魅力
的な商品となるよう取組をお願いします。また、
第三セクターの特性を生かし、市を代表するよう
なオリジナル商品の開発をお願いします。

(9)情報発信 ①ホームページの定期的な改訂により、常に
新しい情報を発信し顧客確保に努めます。ま
た、毎月発行しているサンパーク広報紙にイ
ベント情報等を掲載するなど、あらゆる媒体を
通じ、市民等に周知します。

　ホームページの更新や、サンパーク広報誌「ゆーもあ」の内
容の充実を図り、市内全戸に配布したほか、市内のビジネス
ホテルや民宿をはじめ主要施設にも配布して不特定の方へ
の配布拡大に努めました。
　あわせて、「フエイスブック」により、引き続き情報提供を行い
ました。
　また、平成30年度にグーグルマップインドアビューに登録し
て、情報検索をしやすくし、日向サンパーク施設の認知度向
上に資する取組を行いました。

（市）
　サーフタウン日向プロモーション事業で制作したＰＲ動画に
おいて、サンパーク温泉及びキャンプ場でのロケを行うことに
より、施設の利用促進に取り組みました。（ＰＲ動画において
は、令和元年５月末に『観光映像大賞』を受賞したことで、動
画の再生回数も増えサンパークの更なるＰＲ効果が期待でき
ます。）
　サンパーク周辺の美々津海岸遊歩道をグーグルマップスト
リートビューによる閲覧が出来るように、専用機械で撮影を行
い、令和元年度から、活用出来るよう取り組みました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　情報誌やＳＮＳを活用するなど情報発信の面で
非常に熱心に取り組まれているようです。加え
て、ターゲットしている顧客層を意識した情報発
信についても検討してください。また、ＨＰが見つ
けにくく感じます。ＨＰを利用者の視点から精度
をあげて取り組んでください。あわせて、ネットで
の予約などの手法の検討もお願いします。

(12)物件費の節減 ①環境に配慮し、市のエコプラン（旧ＩＳＯ１４０
０１）の取組に準じて、省エネ対策(節電)・水
道使用料(節水)を実践し、経費の軽減を図
る。

　電力自由化に伴い供給形態の見直しを行い、平成28年度
から九州電力㈱と新電力会社（＝イーレックス㈱）との2社併用
による部分供給に移行し、電気料のコスト軽減に努めました。
また、年間を通してキメ細かな省エネの取組を行いました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった

(13)委託契約の見直し ①既存の業務委託契約については、業務内
容や契約内容の見直しを随時行い、適切な
契約を締結する。

　年間管理業務委託執行においては、日向市及び社内監査
における指摘事項等を踏まえ適正な執行に努めました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　職員の退職による管理業務委託料の増加が
みられますが、内容の見直しの検討もお願いし
ます。

経
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資産合計

負債合計

資本合計

累積欠損金

(14)利用者快適に感じる環
境づくり

①清掃方法、物品の整理整頓等利用者の立
場に立った環境づくりに取組む

　物産館出荷者協議会等との共催による景観緑花活動に取り
組みました。
・平成30年度活動実績：　延べ約40名

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった

(15)接遇研修の実施 ①利用者の満足度を高めるため、利用者へ
の応対等の心構えや」職員の資質を高めるた
めの接遇研修等を計画的に実施する。

　日向商工会議所及び日向市地域雇用創造協議会が主催
する営業・接遇等の業務向上に関する研修等に参加しまし
た。
　また、温泉施設の衛生管理向上を図るための「レジオネラ属
菌汚染防止対策講習会」への参加や、温泉館施設を中心とし
た火災避難誘導訓練、及び消火器取扱い方法習得の実地訓
練等を実施しました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　利用者満足度を高めるためには、職員の意識
向上が非常に重要なると考えます。研修参加後
のフォローにも留意してください。

(18)修繕計画 ①設備機器類の耐用年数と塩害による機器
の損傷を考慮した修繕計画を策定し、定期的
に点検しながら計画に沿った更新に取り組
む。

  経年劣化している機器の更新及び補修工事を実施しまし
た。
  【平成30年度実施実績】
　①冷却用チラーユニット更新工事  3,049千円
  ②汐の香湯サウナ室維持補修工事  994千円
  ③木の香湯サウナ室維持補修工事  1,166千円
  その他サンパーク施設に関する工事・修繕・備品購入費
6,180千円

施設の長寿命化を中期計画における最優先事項として位置
づけ、限られた予算での対応を行いました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　長寿命化が図られるよう、引き続き適正な補修
に努めてください。

(19)適正な契約 ①指定管理者制度による協定と業務委託契
約を精査し、適正な契約行為を確立し、管理
責任の明確化を図る。

  指定管理者との業務委託契約については、指定管理者から
提出された事業計画(収支計画)及び指定管理における基本
協定に基づき、例年と同様の契約で確定しましたが、バイオマ
スボイラーの故障による長期停止が影響し燃料費が増大した
ことから、一部経費の補てんを行いました。
【指定管理期間】平成26年4月1日から平成31年3月31日

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　経常収益に占める市の補助金・委託料の割合
が年々増加しており、指定管理部分と自主事業
の区分けを適正に行うなど、適正な事業の執行
に努める必要があります。また、ボイラーの故障
は、経営悪化に直結するため、ライフサイクルコ
ストを踏まえた根本的な対策が必要です。

(16)利用者アンケートの実
施

①サンパーク利用者へのアンケート調査によ
り、サンパークの改善事項を把握し、信頼され
る会社経営に努めます。

　毎月、アンケート及び利用者等から寄せられた意見を集約
し、社内回覧で情報共有を行いました。この中で、業務改善
を必要とする事案については、社内会議により優先順位を付
け改善に取り組みました。

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　アンケート調査の実施により経営改善に繋がる
データを得ることができたのか分析をお願いしま
す。また、寄せられたアンケートの中には、迅速
に対応すべき内容や、簡単に改善ができる内容
のものもあるかと思いますので、「月に１度」や
「会議」といった形態にこだわらず、柔軟な対応
についても検討をお願いします。

(17)組織改編 ①事業の効率化及び指揮命令系統を確立す
るため、会社組織の見直しを行い職員体制の
充実を図る。

　平成２５年４月から社内組織を温泉館施設系と物産館施設
系の２施設系に集約整理しており、円滑な指揮命令系統の確
立、及び両施設の管理機能や営業機能等の充実に努めまし
た。
○平成29年度からの具体的な取り組み内容
・温泉館のレストラン部門と売店部門の業務一元化
・同部門に「グループリーダー」職の新設

□充分であった
■ある程度あった
□不十分であった
　職員のモチベーションを向上させるためにも職
員体制の充実等を図る必要がありますので、働
き方改革等を十分配慮した取組をお願いしま
す。また、「グループリーダー」職の新設など新た
な取り組みについては、検証をお願いします。

財
務
状
況

貸
借
対
照
表

項目
金額(千円) 損

益

計

算

書

・

正

味

財

産

増

減

計

算

書

項目
金額(千円)

H28 H29

364,248

48,541 61,530 68,159 うち市からの補助金・
委託料 27,869 26,630 32,535

H30 H28 H29 H30

13,383 17,839 11,312 経常収益 355,588 352,968

377,194

0 0 0 経常利益(損失） △ 4,491 △ 8,325 △ 12,946

△ 35,158 △ 43,692 △ 56,846 経常費用 360,079 361,293

△ 13,155当期利益(損失） △ 4,700 △ 8,534

Ｒ元目標 R2目標

財務
指標

当期純利益(単位:千円） △ 4,700 △ 8,534 4,013 △ 13,155 △ 6,209 △ 5,209

成果指標(数値目標） Ｈ28実績 Ｈ29実績 Ｈ30目標 Ｈ30実績

流動比率(単位:%) 29.20 37.97 36.10

172,800

23.97 36.10 36.10

利用者数(計) 400,862 399,811 408,620 396,942 415,200成
果
・
活
動
指
標

指
標
関
係

190,000

オートキャンプ場 5,996 4,535 6,320 7,211 6,400 7,000

物産館 178,315 180,731 185,500 177,642 189,000

421,800

温泉館 167,668 171,039 169,800 165,133 171,800

体育施設 48,883 43,506 47,000 46,956 48,000

経
営
状
況

52,000

財務・活動・成果
指標取組結果

　利用者数は、H29年度に比べ温泉館が5,906人の減、物産館も3,089人の減となりました。オートキャンプ場の利用者は2,676人の増、体育施設の利用者も3,450人の
増となりましたが、全体としては目標数を11,678人下回りました。
　全体の財務状況としては、物産館については、鮮魚の販売強化、細島岩がきの販売、オートキャンプ場利用客へのバーベキューセット販売、ふるさと納税返礼品取
扱強化などに努め、増収になりましたが、最低賃金の見直し等による人件費の増加に加え、バイオマスボイラーの運転トラブルに係る、長期の稼働停止に伴う燃料費の
負担増により、H29年度に比べて負債額が54.1％増加しました。
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深刻な経営難の状況にあり、経営の観点からは、事業の存廃も含めた検討が必要

経営努力を行いつつ事業は継続

事業継続は可能と判断されるが、早急な経営改善策の取組強化、意識改革が必要

事業内容の大幅な見直し等による抜本的な経営改善が必要

今後の取組について

　日向サンパークについては、本市の重要な観光施設であり、今後インバウンドの増加など、観光を取り巻く社会情勢の
変化を見据え、観光誘客に必要不可欠な温泉施設として、経営の効率化を図りながら、継続して運営することが重要で
す。
　このうち温泉館においては、近年、施設の老朽化に伴う維持補修費が拡大している中で、バイオマスボイラーの不調に
よる燃料費の増加分を指定管理料に上乗せで補填しましたが、それでもなお維持管理費の増加が経営を圧迫していま
す。このことからバイオマスボイラーの更新による燃料費の縮減を最重要課題と捉え、その他の老朽化した施設も含め、
利用者の安全確保や施設の安定経営のためにも、延命化や修繕等、優先順位を付して計画的な更新に取り組みます。
　また、温泉館においては、利用者数が減少しているもののレストランや売店の売上げが上昇するなど料金収入等は客
単価の上昇によりほぼ横ばいで、サンパークの他の施設においては、利用者数が大幅に伸びていることから、さらに他
の施設と連携した自主事業の実施を促し、戦略性のある情報発信など、温泉利用の拡大につながる取り組みを行って
いきます。

今後の取組について

　日向サンパーク温泉は、本市南部地区はもとより広域的な観光拠点施設であることから、今後とも、温泉施設、体育施
設、オートキャンプ場、道の駅日向物産館の各施設が一体となって充実発展することが必要です。そのためには、国内
外から入場者を拡大させるための取り組みのほか、安定した経営基盤の充実強化を図ることが重要です。
　このうち温泉館については、施設の老朽化に伴う維持補修費の増嵩に加え、頻発する故障によりバイオマスボイラー
がほとんど稼働していないため、灯油ボイラーのみの運転とならざるを得ない為、燃料費の高騰など運営コストの増加
が経営を圧迫しています。また、人員不足を補う為の費用や最低賃金の上昇等に伴う人件費が高騰している実態があり
ます。このため、指定管理施設である温泉館について、　適正な指定管理料の見直しが必要です。
　今後とも、施設運営の効率化に努めるとともに、客単価を上げる方策の一つとして、オートキャンプ場の稼働率を上げ
る特別利用プランの周知等情報発信に注力して、温泉・体育施設・オートキャンプ場・道の駅が連携を図ることにより、収
益率の向上に取り組みます。

第三セク
ター経営
検討委

員会の点
検・評価
結果を踏
まえた意

見

市

今後の方向性 イ

経営努力を行いつつ現状のまま存続

事業内容等の見直しを行った上で存続

再建を行いつつ存続

廃止、または完全民営化、もしくは事業の民間譲渡

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第三セク
ター経営
検討委員
会
点検評価
総括

　市業務受託収入の増加分を除いたとしても、売上高は前期比増となっており、厳しい経営環境の中でも熱心に経営改善に取り組まれた効果が現れ
ているのではないかと思います。また、情報誌やＳＮＳを活用するなど情報発信の取組は評価できます。今後はターゲットとしている顧客層を意識した
情報発信についても検討をお願いします。
　一方で、人員不足を補うための費用や人件費そのものが増加しており、黒字化のためのハードルはさらに高くなっている印象です。部門ごとの業績
把握・検討は丁寧に実施されていると思いますので、今後は、課題である温泉部門をはじめ詳細な分析が必要です。各部門の経営改善に対する貢献
度(収益・集客力など)の検証などを行い、より詳細な把握・分析を経営に反映させていくことを検討してください。また、職員の意識醸成の取組について
も経営改善にどの様につながっているかの分析が必要だと考えます。
　当期も多額の赤字を計上した影響から財政状態はさらに悪化していますが、決算報告書には次年度からの「市からの委託料の見直し」が記述され
ていますので、これを契機に事業としての採算性が確保できるよう更なる経営改善に取り組まれてください。

第三セクター経営検討委員会によ
る経営検討結果 Ｂ
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