
福井市美山森林温泉みらくる亭 

 

所 在 地 福井市市波町38-2 

所管課等 福井市商工労働部観光文化局おもてなし観光推進課 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 越前健康開発有限会社 代表者 北野 耕一 

所在地 福井県福井市大手3丁目5-7 

 

２ 指定管理期間 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日（第３期） 

 

３ 施設の利用等の状況 
(H19年度)
導入前年

度

H20年度
導入１年目

H21年度
導入２年目

H22年度
導入３年目

H23年度
導入４年目

H24年度
導入５年目

H25年度
導入6年目

H26年度
導入7年目

H27年度
導入8年目

H28年度
導入9年目

H29年度
導入10年

目

H30年度
導入11年

目

宿泊利用者数
(人)

8,188 11,197 11,242 9,979 10,042 10,434 10,227 10,719 11,824 12,872 12,241 12,571

前年度比
(人)

3,009 45 ▲ 1,263 63 392 ▲ 207 492 1,105 1,048 ▲ 631 330

前年度比
(%)

36.7 0.4 ▲ 11.2 0.6 3.9 ▲ 2.0 4.8 10.3 8.9 ▲ 4.9 2.7

利用料金
(千円)

149,530 175,616 165,624 151,288 145,801 149,431 151,576 150,024 158,204 166,342 160,066 162,956

前年度比
(千円)

26,086 ▲ 9,992 ▲ 14,336 ▲ 5,487 3,630 2,145 ▲ 1,552 8,180 8,138 ▲ 6,276 2,890

前年度比
(±%)

17.4 ▲ 5.7 ▲ 8.7 ▲ 3.6 2.5 1.4 ▲ 1.0 5.5 5.1 ▲ 3.8 1.8

※稼働率＝貸し出しコマ数／貸し出し可能コマ数

 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
H25 年度 
導入１年目 

H26 年度 
導入２年目 

H27 年度 
導入３年目 

H28 年度 
導入４年目 

H29 年度 
導入５年目 

H30 年度 
導入６年目 

指定管理料       

納付金 3,230 3,109 3,282 3,456 3,327 
2,651 

※737 修繕控除 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

宿泊者数        要求基準 10,000 人 

事業計画 13,120 人 

平成 30年度実績 12,571 人 要求基準達成率 125.7％ 

事業計画達成率 95.8％ 

休憩利用者数    要求基準 5,000 人 

               事業計画 5,340 人 

平成 30 年度実績 4,175 人  要求基準達成率 83.5％ 

事業計画達成率 78.1％ 

日帰り入浴者数  要求基準 25,000 人 

事業計画 28,400 人 

平成 30 年度実績 26,475 人 要求基準達成率 105.9％ 

事業計画達成率 92.8％ 

 

６ 利用者から寄せられた苦情・意見等及びその対応状況 
（施設・設備に関すること） 

内容：温泉が（少し）熱かった。（6 件） 

対応：毎日温度調整をしていますが、季節や個人の体感温度によって万人に対応する事は難しく、また今年

の夏は、早い時期から猛暑が続いた為、空気も熱く、体感温度が高かったのも原因と思われます。秋

以降はヒートショックなど体に負担を掛けない対策をしています。 



内容：インターネット環境を強化して欲しい。（1件） 

対応：建物の構造上、本格的な環境を整備するには、多額の費用が掛かります。現在、導入したネット環境

機器（ドコモのどこでも Wi－Fi）は 1 時間毎にログインが必要なためお客様は不便に感じると察しま

す。今後、強化必要と判断した際は、機器増設の対応を講じます。 

内容：客室の臭い（カビ臭）が気になる。（3 件） 

対応：今までもカビ臭、湿気の臭いの対応は、除湿機・カビ繁殖防止剤等対策を講じております。今回は、

客室に消臭剤を設置し、改善しております。 

内容：露天風呂が欲しい。（7 件） 

対応：以前からご要望は多いのですが、立地、設備含めて難しい状態です。 

内容：チェックイン時間を 15時からにして欲しい。（1件） 

対応：清掃との兼ね合いもありますので今後の検討材料とさせていただきます。 

内容：男子浴場に自分のスリッパがわかるタグがなかった。（1件） 

対応：女子脱衣場には置いてあったのですが、これを機会のタグの設置と、男女脱衣場にスリッパ棚を設置

しました。 

内容：HP が古臭い。（1件） 

対応：システムが古い事は承知をしています。当社担当者も少しでも現代に近いバナーのデザイン、じゃら

んの予約システムとの連動等含め、管理会社と相談しながら管理しております。 

内容：上階の部屋の音で眠れない。防音効果がなってない。（2件） 

対応：建物の構造上、木造建築の為、至急の対策は難しいです。 

内容：階段がつらい。（1件）ぬるめの露天風呂があるよ良い。（1 件） 

対応：建物の構造上、至急の対策は難しいです。 

内容：客室トイレの換気扇の見栄えが良くない。（1 件） 

対応：塗装し直しました。 
内容：客室電話の雑音が酷い。（1件） 

対応：一部客室の着信音が鳴らなくなり、調査した結果おおもとの機械故障が原因。入替費用が値引きして

も約 300 万円以上かかる為、全客室の固定電話を PHS に交換。 

内容：客室非常灯が明るくて眠れなかった。（1件） 

対応：消防法も関連する為、撤去等出来ない。 

内容：客室が乾燥する。加湿器が欲しい。（1 件） 

対応：貸出用を購入しました。 

内容：階段、廊下が寒い。（4 件） 

対応：建物の構造上、大規模改修をしないと改善出来ない。弊社が設置したペレットストーブだけでは全館

暖房追いつかない。 

内容：客室が寒い。（3件） 

対応：今年度は冬季シーズン前に全客室にファンヒーターを設置。 

内容：脱衣場が寒い。（1件） 

対応：脱衣場にもファンヒーターを追加設置 

内容：温泉が少し熱かった。（3 件） 

対応：当初より毎日朝昼夜と確認はしています。ただ、お客様全員の適温に設定する事は、日々の天気もあ

り難しい。 

内容：お布団は敷かれていたが毛布が出ていなくて寒かった。（1 件） 

対応：客室、布団敷担当に出しておくように再度指導。 

内容：カメムシ対策をして欲しい（5 件）※いても仕方ない。（2 件） 

対応：バルサン駆除、清掃の時、チェックイン前、夜の布団敷と 1 日 3 回の確認を実施していますが、完全

駆除は難しいのが現実です。客室以外の館内もどこからともなく侵入してきます。極力、駆除するよ

う引き続き努めます。 
内容：客室の避難表示のライトがまぶしくて寝れなかった。（1件） 

対応：消防関係上対応ができません。 
内容：客室が少し、かび臭かった。（1件） 
対応：押し入れの清掃、定期的なカビ剤の散布、除湿機設置、炭や芳香剤を設置して対処しております。 
内容：客室の畳にシミが残っていた。（1 件） 
対応：畳屋に畳張替えの依頼をしました。 

内容：大浴場にヘアブラシ、シャワーキャンプがあると良い。（1 件） 

対応：以前よりチェックイン時ご希望の方にお渡ししるようにフロントで案内をしています。 

内容：お風呂はいつ来ても地元の人が入ってゆっくりできない。洗面台が使えない。（1件） 

対応：時間にもよりますが、夕方や食後は地元の方にご利用もあり、週末・祝日は混合います。 



内容：階段が長い。（1件）露天風呂を作って欲しい。（1件）大浴場外の杉木立の夜間ライトアップ希望。（1

件）管理棟のトイレは洋式にして欲しい。（1 件）建物の造りがわかり難い。（1 件） 

対応：今後の課題として対応できるところは検討致します。構造上対応できない事もあります。 

 

（その他施設・設備に関すること） 

・虫の音が心地よかった。（1 件） 

・貸切風呂でとてもゆっくりできた。（1 件） 

・木の階段や迷路みたいな感じが良い。（1件） 

・少し音が漏れるが客室は最高でした。（1件） 

・洗濯機がありがたかった。（1 件） 

・客室が良かった。広かった。（3件） 

・雰囲気が良い／木の温かみのある宿でした。（3件） 

・また来たい宿。（6 件） 

・客室がシンプル且つ清潔。（1 件） 

・とても良かった。（1件） 

・客室の清掃が行き届いている。（5 件） 

・ゆっくり過ごすことができた。ありがとうございます。（5 件） 

・客室のおむつ用のゴミ箱が助かった。（1件） 

・お湯（湯加減）が良かった。（6件） 

・お風呂が良かった。（3件） 

・料金は安価でよい。（1件） 

・館内の掃除が行き届いている。（1 件） 

・客室にお花がいけてあり、心遣いに感謝。（1件） 

・客室の窓の割合が多く、開放感があった。（1件）  

・昭和レトロな感じの素敵や宿。（1 件） 

・コストパフォーマンスが良い。（1 件） 

  ・温泉が良かった。（5 件） 

・大浴場、客室共に古い部分があっても丁寧に掃除が行き届いて清潔（。2 件） 

・杉木立に囲まれて素敵。（2 件） 

・部屋が広い。子供もおお喜び。（3 件） 

・建物が自然に優しい建て方、部屋の天井も古来の凝った張り方、廊下の梁も素敵で湯っきり滞在でき

た。（1 件） 

・客室に冷水、ファンヒーターが新たに設置してありよかった。（1件） 

・20 年前に子供達と泊った思い出の宿。今回は夫婦でゆっくり過ごすことができて良かった。（1件） 

対応：引き続き顧客満足に向上に努めてさせていただきます。 

 

（職員対応・サービスに関すること） 
内容：朝フロントに電話したのに誰も出ない。（1件） 

対応：フロントスタッフ出勤の 7 時以前に、例えばトイレに行っていたり、売店開店用意をしている等のタ

イミングも考えられる。万が一、離れる場合は夜警もしくは朝食担当者にフロントに居てもらう様お

願をして離れるようにする。 

内容：風呂上がりに脱衣場のクーラーが止まったままだった。（1 件） 

対応：夜警スタッフの巡回時、クーラーを稼働させるよう再確認させる。 

内容：夕食の際お願いをしないと水を持ってきてくれなかった。（1件） 

対応：お客様が席に着いた時にお伺いするように再度スタッフに促す。 

内容：火を点ける前のあわびステーキの素材の説明や食べ方を説明してくれるともっと楽しい食事になると

思う。（1 件）夕食時、お料理を出すスタッフの方が皆さん忙しそうで余裕がない感じで「さばく」と

言う感じでした。（1 件） 

対応：担当スタッフと今一度落ち着いて接客するようミーティングを実施。 

 

（その他職員対応・サービスに関すること） 
・スタッフの対応がとても丁寧で笑顔で対応してくれた。（4 件） 

・民営の旅館とは違い、地元の方々の真心で対応してくださる温かさを感じた。（1件） 

・女性の応接がとてもやさしかった。（2 件） 

・客室に虫が出たときに迅速に対応してくれた。（1 件） 

・急な予約にも関わらず丁寧に対応してくれた。（1 件） 



・フロント女性の対応は 1 級品。（1件） 

・フレンドリーな感じが良かった。（1件） 

・従業員皆さんが親切でした。（1件） 

・息子の誕生日のサプライズでプレゼントまでいただき喜んでいた。（1件） 

対応：引き続き顧客満足に向上に努めてさせていただきます。 

 

（料理に関すること） 
内容：魚を焼く火力が弱くて生焼けだった。（1件） 

対応：エアコンの風で魚を焼く燃料が揺らぎ焼く事が出来なかった。エアコン近くのお席に「魚が焼けない

場合は、追加燃料をお渡しますのでスタッフにお声がけください。」と案内板を置き、お席に着いた時

にも案内するようにした。お客様の入り具合によって、稼働させるエアコンを調整した。 

内容：お品書きがあったらよい。（1 件） 

対応：お品書きを置くようにしました。 

内容：量が（少し）多かった。（4件） 

対応：量については千差万別なので、現状維持でいきます。 

内容：料理についているお漬物を売店で販売して欲しい。（1 件） 

対応：売上が少ない事と商品の賞味期限が短いので今後の検討材料にします。 

 

（その他料理に関すること） 

・お刺身が美味しかった。（2 件） 

・お料理が（豪華で）美味しかった。（9 件） 

・朝食が美味しかった。（3 件） 

・素材が良かった。味付けが良かった。（3件） 

・朝食の内容のバランスが良かった。（1 件） 

・会席の内容の種類が多くて良かった。（1件） 

・ごはんが美味しかった。（2 件） 

・お刺身が美味しかった。（2 件） 

・お料理が（豪華で）美味しかった。（9 件） 

・朝食が美味しかった。（3 件） 

・素材が良かった。味付けが良かった。（3件） 

・朝食の内容のバランスが良かった。（1 件） 

・会席の内容の種類が多くて良かった。（1件） 

・ごはんが美味しかった。（2 件） 

対応：引き続き顧客満足に向上に努めてさせていただきます。 

 

７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 
合宿の誘致 年間目標 5,100 人（実績 4,612 人）上半期 3,038 名（対前年

3,105 人／67 人減）、下半期 1,574 名（対前年 1,439 人／135

人増）でした。上半期は、通常 9月も合宿シーズンでしたが、

国体の為合宿受入が出来きず人数減となりました。下半期は

2 月が昨年より増え、例年需要の多い 3 月は旅行先の変化が

あり減る結果となりました。平成 31 年度も中京、関西の専

門旅行会社、学生生協、地元顧客等へ営業訪問を実施、誘致

に努めます。 
インターネット販売強化 平成 28 年度年間実績 3,941 人（対前年 924 人増）。平成 29

度年間実績 4,639 人（対前年 725 人増）、平成 30年度年間実

績 3,895 人（対前年 744 人減）。 

平成 30 年度は上半期、台風や地震によるキャンセルと国体

客室提供の為、ネット販売が少なくなった。ただし、客単価

は、上期平均 9,085 円で対前年 305 円増になった。下半期は、

合宿、懇親会等の直接予約増加、国体客室提供、冬季のチェ

ーン着用義務化・スキー場雪不足等による家族予約の激減が

対前年減の原因です。ソフト、ハード両面から口コミ対策も

引続き実施をし、評価も安定しております。顧客増加に繋が

っております。 



インバウンド強化 年間実績では平成 28 年度 45 人、平成 29 年度 123 人、平成

30 年度 215 人と増加しております。 

【平成 30 年度の内訳】ロシア（88 人※県の海外事業含む）、

ヨーロッパ（50 人）、台湾（27 人）、アメリカ（20 人）、香

港（16 人）、中国（8 人）、オーストラリア（6 人） 

来年度も既に団体で 5 泊頂いております。引き続きインバウ

ンド集客も努めます。 

グループによる一括広告と営業 F&E グループ合同広告 25回。みらくる亭単独で自社 DM（春・

秋各 1回）、福井新聞ぷりん 20回、fu1 回、ファミール 1回、

折込チラシ（6,000 部を 2 回）、福井 CATV けーぶるちゃんの

ＴＶ広告（7月 1 ヶ月）と誌面媒体けーぶるちゃんの広告（11

月）を年間で実施しました。 

BBQ プラン 年間目標：一般 560 人・合宿 740 人。年間実績：822 人（対

前年 19 人減）、合宿 643 人（対前年 330 人減）でした。来年

度はメニュー内容を一新して新規顧客開拓に努めます。 

グループ形態とお客様のニーズに合わせた

日帰りプランの販売 
入浴と昼食と部屋休憩をセットにしたプランを通年販売。主

として鯛と山菜、和牛すき焼きとあさり、足羽川産の地鮎、

松茸、せいこ蟹を使用した定番の旬の釜飯御膳。他ミニ会席、

松花堂弁当、越前蟹、冬鍋プラン等ご利用いただいておりま

す。また、 

法要もお客様のニーズに応えるべく、和テーブルの追加購

入、多目的室でも受け入れすることによりの施設の有効活用

を実施。 

入浴客、レストランの利用促進 平成 28 年度より引続き毎月お風呂のイベントチラシを作成

し配布、ホームページに掲載。また、ポイントカード不要な

お客様には入浴割引券を手渡ししております。 

【上半期】 

① 入浴ポイントアップサービスデイ設定 

② 健康増進果実酒振舞い 

③ ビンゴゲームで入浴券ゲット 

④ イベント風呂企画（レモン、グレープフルーツ、菖蒲湯、

JA 福井市共同企画「美山産の生姜湯」） 

⑤ 母の日女性限定モイスチャーマスクプレゼント 

⑥ GW イベントポップコーンプレゼント 

⑦ 開業 30 周年記念プレイベント子供入浴料 100 円 

⑧ 父の日男性限定温泉の素プレゼント 

⑨ 開業 30 周年記念イベント 

・スタンプ集めて豪華賞品を当てよう 

・お子様お菓子掴み取り 

⑩ 福井市役所様の企画参加（福井クールシェア） 

⑪ 夏休み企画毎週土日は子供入浴無料＆お菓子掴み取り 

⑫ 夏季期間限定大浴場ミントシャンプー、ミントボディー

ソープ設置 

⑬ 敬老月間イベント 

・回数券販売日拡大 

・子供入浴無料日設定 

・敬老の日メッセージ付きトイレット 

ペーパープレゼント 

⑭ 朝倉トレイル温泉入浴割引協賛 

毎月、毎日何か新しいイベント開催と告知を頻度に行い、顧

客満足度向上、新規のお客様の取り込みに努めました。 

【下半期】 

① 10 月ハロウィンイベント 

・お化けカボチャ重さ当てゲーム 

・りんごの変り湯 

・ざくろジュース振る舞い 



・小学生以下にコカ・コーラフローズン  

 プレゼント 

・小学生以下にお菓子掴み取り 

② 開業 30 周年記念歳末感謝企画 

日帰り入浴 10ポイントで福井県産 

こしひかり抽選で 20 人にプレゼント 

③ ＪＡ福井・美山産新生姜の温泉風呂開催 

④ いい夫婦ウィーク 日帰り入浴にお越しのご夫婦に、次

回利用出来る無料入浴券 1 枚進呈 

⑤ 姉妹館 泰澄の杜初搾りワイン試飲会 

⑥ ゆずの変り湯開催 

⑦ 大晦日美山そば打ち名人の実演販売 

※レストランにて年越しそばとして販売⑧美山地区限

定企画「入浴パスポート・ 

大人 100 円、小学生・幼児無料」 

美山地区全世帯に福井新聞折込配布。 

⑨1 月 1 日（火）元旦臨時営業 

⑩新年干支グッズプレゼント 

⑪お子様に綿あめプレゼント 

⑫第 2回温泉川柳大会作品募集 

⑬温活ウィーク（F&E グループ開催） 

・大人入浴料 100 円割 410 円 

・回数券特売日 

・あったかノンアル甘酒振舞い 

・しょうが湯の変り湯 

・はっさく湯の変り湯 

⑭ 10 時から 16 時の間にペアでお越しの入浴の方に次回使

える 1名無料券進呈 

 （F&E グループ開催） 

⑮ バレンタインチョコ配布 

⑯ 雛祭りキャラメルコーンプレゼント 

⑰ ホワイトデイ女性限定お菓子進呈 

⑱ 春休み企画子供温泉無料 

【以下は上半期・下半期共通】 

① ぷりん広告掲載の拡大（イベント告知・新規客） 

② 近隣観光施設に温泉割引券設置の依頼 

③ 家庭の日入浴料割引継続 

④ JAF 入浴割引継続 

⑤ JTB ベネフィットえらべる倶楽部入浴継続割引 

⑥ リロクラブ入浴継続割引 

⑦ イオンカード入浴継続割引 

⑧ 北陸湯めぐりパスポート入浴継続割引 

⑨ ゆらん継続実施 

毎月、新しいイベント開催と告知を行い、顧客満足度向上、

新規の取り込みに努めました。下期については、お客様参加

していただけるイベントを実施し顧客離れ対策強化。回数券

の利用も増え、11 月以降の利用者減食い止めに繋がってき

ております。 

日月替わりで「平日限定お得なおすすめメニュー」を販売し

ています。また、夏休み期間中は福井クールシェアに参加し、

100 円券を配布。新サービスとして食堂ご利用 500 円毎に温

泉入浴スタンプ 1 個発行を継続中。 

新規：福井しあわせクーポン登録 3,000 円で 10％OFF 参画 

福井県食品衛生協会様より 

地域貢献、地域との連携企画 地域貢献と地域の方々との連携を深めるため下記のイベン

ト、協賛を実施致しました。 



【上半期】 

① 今年で 3 年目になる地域貢献事業、楽々亭と弊社業者の

方々の協力をいただき 9 月 20 日敬老の日イベントを開

催。当日は通常利用の約倍の人数 89 人参加いただきま

した。福井市役所危機管理室・河川課様のご協力もいた

だき「防災講座」、七瀬すこっぱーず、和うらら歌謡シ

ョー、ソプラノ歌手ＭＡＹＵＭＩさんのステージ、岡田

純平お笑いショーと盛り沢山の内容。 

② 9 月 16 日朝倉トレイルラン温泉入浴割引協賛。84 人利

用がありました（対前年 18 人増）。 

③ ＪＡ福井市様より鉢植えの越前生姜の設置（PR 活動協

力）および 9 月 22～24 日美山産生姜を使った変り湯を

今年も開催。 

朝倉ゆめまる君応援企業継続中。 

【下半期】 

1 月 10 日新年会イベントを開催。当日は通常利用の約倍の

人数 80 人参加いただきました。福井市保健センター様によ

る元気な高齢者になるための秘訣についての講座、ちんどん

金沢の 3 演目と岡田純平お笑いショーと盛り沢山の内容。今

回は福井新聞ぷりんにも掲載し新規のお客様も沢山お越し

頂きました。 

SNS の活用 平成 28 年度より引続き、自社 HP、予約サイトじゃらん等、

Facebook を活用した集客活動、情報提供等実施中。 

魅力ある宿泊プランの提案 

（地域資源の活用） 

ターゲットに合わせたプランの提案。朝倉氏遺跡への送迎、

ツリーピクニックアドベンチャーいけだプラン、恐竜博物館

プラン、松島水族館プラン、カップル向けにケーキ付、弊社

グループの泰澄の杜初搾りワイン付露天風呂付き客室プラ

ン、貸切風呂と個室夕食の家族向けプラン、ビジネス向けに

アルコール・おつまみ付プラン等販売。観光地へ中心的宿と

しての利便性を提案し、また予約サイト管理委託業者とトレ

ンドを取入れながら幅広く利用して頂ける間口を作ってい

ます。 

売店商品の充実・見直し・新商品販売 河内赤かぶら・美山特産のおかき等の地元特産品、弊社グル

ープ施設で売れ筋商品、JA 福井市様の商品、大野の老舗お

菓子店の里いもを使用した商品等、その他新しい商品を置く

よう努めています。また、繁忙期や週末には宿泊者に割引券

を配布し購買していただくよう販促も実施。 

法要プラン 平成 30 年度年間実績 1,847 人（平成 29 年度 1,803 人 対前

年 44 人増）の結果となりました。 

9 月に弊社グループ施設合同福井新聞折込法要チラシを実

施。来年度は一乗谷レストラントとの協力しながら集客に努

めます。 

地産地消の取組み 引続き、福井産のコシヒカリを使用。「ご飯がおいしい」と

評判が良いです。足羽川産の地鮎や美山しめじ、ごっつおさ

ん亭の美山そば、しし肉、越前蟹等地産地消に取り組んでお

ります。 

DM、優待券の発送等 3 月（4月送付の前倒し）、9月に合計 866 通を顧客向けに宿

泊割引券やチラシを発送、またチェックアウト時にチラシと

割引券を手渡しし利用喚起にも努めています。 

 

８ 施設、設備の維持管理の状況 
項目 実施状況及び確認方法 

保守点検、運転、監視業務 
専門業者に委託。法定点検毎月 1 回、もしくは年に 1～2 回の定期点検

（担当者立ち合い及び確認実施）※別紙資料あり 



清掃業務 館内外は従業員が定期的に清掃業務を行う。毎日終了時に日報を提出。

その日の清掃状況や不備・修繕箇所も確認。 

保安警備業務 夜警、宿直が館内巡回及び夜間保安業務従事。 

備品管理 
部署担当従業員が管理。購入については、上司と確認の上実施。 
当社購入備品が 1 万円以上の場合は備品台帳にて管理。金額に関わらず、

備品台帳にて管理が必要な場合はその都度リスト作成。 

小規模修繕 

施設の大規模な修繕を除き、管理運営協定に基づき、１件当たり 60 万円

以内、年間 150 万円以内（消費税及び地方消費税含む。）とし修繕費の

額が 1 件当たり 60 万円を超える場合は、予め市と協議して実施を判断

する。可能な限り従業員で修繕を行う。 
 
９ 指定管理者のコメント 

 
平成 30 年度営業全体は、自然災害に大きく影響を受けた一年でした。前年度 2 月の豪雪に始まり、6

月は大阪北部地震、7 月は台風 12 号による豪雨、9 月も再度台風 21 号の上陸、北海道胆振東部地震によ

る宿泊キャンセル。入浴者も同様に夏の猛暑などで利用人数を伸ばすことが困難でした。今年の冬は暖冬

でアクセスはよかったものの、12 月以降は昨年の大雪によるチェーン装着義務化、暖冬によるスキー場

オープン延期、雪の報道では昨年 2月の大雪映像が流れ「福井は豪雪地帯イメージ」が強く残り、福井県

への観光客の減少し打撃を受けました。 
 
また、今年のお正月は 1月 4 日が仕事始めにあたり、例年なら満室正月三が日も空室がでたり、3月も

例年なら大学生合宿で賑わうところ、今年は学生旅行の動向が変化しテーマパークに移行するなど予測し

ていなかった事態に見舞われました。 
 
費用面では食材仕入れ値上がり、電気・下水道・燃料費の高騰、施設老朽化の修繕（お客様満足度向上

対策も兼ねる）、ネット予約・国体手数料の増加、人件費の増加などより、年度初めに宿泊料金を見直す

も運営自体は厳しさを強いられております。来年度についても既に 4 月から身近な食品の値上げ、10 月

の消費税増税、働き方改革による人件費増（単価アップ、有給消化等）が更に経営にのしかかってくる厳

しい年になります。 
 

 年々施設の老朽化（雨漏り、空調設備・配管の老朽化、大浴場浴槽の水漏れ、食堂床の腐食、避難設備

の老朽化など）目立ってきております。福井市様のご協力もいただき修繕は行っていただいておりますが、

私共でも日頃より安全な営業を営むために、弊社でも出来ることは即対応致しております。 

館内で起きた事故、お客様・従業員からの意見を施設全体で改善、安全対策に取り組み、指定管理最終

年度の平成 31 年度も、安全・安心を第一にみらくる亭設置目的である「市民及び観光客の保養と健康増

進」を念頭に初心に立ち返り地域やグループとの連携を更に強化し、引き続き安定経営を図ってまいりま

す。 
 

 
10 所管所属のコメント 

 
多様な利用促進の取り組みを実施していることで、事業計画目標値には満たないものの宿泊利用者数は

高水準を維持できており、訪日外国人利用者も年々増えている。利用者からの苦情や意見に対しても丁寧

に対応しており、リピーターの確保に努めている。 
 建築物の老朽化により、故障や不具合箇所が増えていく中で指定管理者には多大な苦労をかけている状

況であるが、その中でも適切に施設を管理運営しており、安心して管理運営を任せられる。 
今後も引き続きおもてなしのサービス提供と理想促進に努めていただきたい。  

 



11 指定管理者、施設所管所属の評価 

評価項目 視点 
評価 

方法 採点理由 
指定管理者 所管所属 

（１）管理運営 

（ア）維持管理業

務 

保守管理 

・清掃、法令点検の確実な実施 
５ ４ 

・点検名、実施回数等のリストの確認 

・関係書類の確認等 

 ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

保安業務 

・保安警備の実施状況 
５ ５ 

・機械警備についての確認 

・職員による巡回警備の確認等 

 ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

備品管理 

・適正な備品管理、台帳の整理 

・市の備品と指定管理者の備品の区分け 

５ ５ 

・現地調査で台帳と照合等 
 ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

（イ）運営業務 利用時間や休館日の設定状況 

・条例に基づいた営業内容か 
５ ５ 

・業務日報等の確認等  ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

受付・承認・利用料金の収受と管理 

・一連の事務の適正な実施 
５ ５ 

・関係書類や現地調査により確認等  ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

（ウ）報告業務 事業報告書や収支計画書等の提出状況 

・適正な時期、内容での提出 
５ ５ 

・関係書類の確認等  ６月２１日確認 

（提出書類・施設据付帳簿） 

（２）サービスの内容 

（ア）利用促進の取

組 

PR 活動の推進 

・市政広報やマスメディアの活用 

・ターゲットを絞った PR 

５ ５ 

・関係書類の確認等  

他施設や地域との連携 

・地域住民との交流 

・地域性を活かしたイベントの開催 

４ ４ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

（イ）サービス向上

の取組み 

利用者アンケートの活用 

・アンケートの積極的な実施 

・利用者の声の施設運営への反映 

５ ５ 

・関係書類の確認等  

自主事業の実施状況 

・自主事業の積極的な実施 

・新規プログラムの開拓 

５ ５ 

・事業報告書の確認等  

（ウ）要求基準の

達成状況 

あらかじめ設定した数値目標の達成度 

・利用者の増減等 
４ ４ 

・事業報告書の確認等  

（エ）応募時の提案

事項の実施状況 

提案事項の実施状況 

・提案事項の確実な実施 
５ ５ 

・事業報告書の確認等  

（３）安定性 

（ア）管理運営体

制 

職員の配置状況 

・正職員とアルバイトの配置バランス 

・有資格者の配置バランス 

・有資格者の適切な配置 

４ ４ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

労働関係法令の遵守 

・適正な労働条件、環境 

・休日の適正な付与 

４ ４ 

・関係書類の確認等 

・業務日報等の確認等 

 

職員の資質向上の取組み 

・定期的な研修の実施 
４ ４ 

・関係書類の確認等  

（イ）法令等の遵守 

   個人情報の管

理状況 

・法令等に沿った管理運営 

・個人情報に関する研修の実施 

・マニュアルの有無 

５ ５ 

・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

 

（ウ）安全・衛生対

策 

・安全・衛生面への配慮 

・事故防止対策の有無 

・AED の適正な管理 

・食中毒防止のための対策 

５ ５ 

・現地調査で施設の確認 

・職員へのヒアリング等 

 

（エ）危機管理対

策・緊急時対策 

・緊急時（災害等）の対応ができる体制の整備 

・マニュアルの有無 
５ ５ 

・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

 

（４）収支状況 

（ア）経理処理状

況 

・一つの口座での会計 

・適正な内部監査体制 
５ ５ 

・会計帳簿と金融機関口座の照合 

・監査結果の確認等 

 

（イ）経費縮減の

取組状況 

・光熱水費の削減 

・再委託費の適正な水準 
５ ５ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ９５ ９４   

 割合（合計／100 点満点） ０．９５ ０．９４   

 


