
全期モニタリング結果報告書 

リズムの森 
所 在 地 福井市西中町２０－２３ 

所管課等 林業水産課 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 公益社団法人福井市シルバー人材センター 代表者 理事長 高山 浩充 

所在地 福井市田原１丁目１３－６ 

 

２ 指定管理期間 

平成２５年 ４月 １日～平成３０年 ３月３１日 

 

３ 施設の利用等の状況 
(H19年度)

導入前年度
1期目平均
（H20～24）

２期目
（Ｈ25年度）

２期目
（Ｈ26年度）

２期目
（Ｈ27年度）

２期目
（Ｈ28年度）

２期目
（Ｈ29年度）

利用者数
(人)

2,679 3,407 3,109 3,035 3,716 3,040 2,508

前年度比
(人)

728 ▲ 298 ▲ 74 681 ▲ 676 ▲ 532

前年度比
(%)

27.2 ▲ 8.7 ▲ 2.4 22.4 ▲ 18.2 ▲ 17.5

利用料金
(千円)

1,875 1,922 1,916 1,740 2,346 1,740 1,601

前年度比
(千円)

47 ▲ 6 ▲ 176 606 ▲ 606 ▲ 139

前年度比
(±%)

2.5 ▲ 0.3 ▲ 9.2 34.8 ▲ 25.8 ▲ 8.0
ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ・ｺ
ﾃｰｼﾞ稼働率

※(%)
4.6% 5.3% 5.1% 4.8% 7.3% 5.9% 5.5%

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ
稼働率※(%)

19.8% 18.0% 18.1% 17.7% 22.5% 15.1% 11.1%

※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 

 
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 

指定

管理

料 

1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,680 1,728 1,728 1,728 1,728 

納付

金 
－ － － － － － － － － － 

 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

リズムの森の利用者数の年間伸び率が

3%を下回らないこと。 

H25 3,109人（１期目平均比 8.7％減） 

H26 3,035人（前年度比 2.4％減） 

H27 3,716人（前年度比22.4％増） 

H28 3,040人（前年度比18.2％減） 

H29 2,508人（前年度比17.5％減） 

 

 

 



 
 
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：コテージ等にカメムシがいる。 
対応：山に住むものにとっては大敵であり、木の間に生息しており、特に５月に出没する。 

触れると異臭を放つ。 
これといった対策はなく、カメムシ用のスプレー缶を設置している。 

内容：申込時に空調施設（エアコン）が設置してあるか聞かれている 
対応：山間部のため夜は比較的過ごしやすいと返答している。 

質問のあった方は、申込をされない方が多い。 
内容：７月にバーベキューの炭に火が付かないとの苦情 
対応：細かい炭の上に置き火を付けた。 

 
（職員の対応に関すること） 
内容：現在は、苦情は聞いておりません。 
 
（アンケートに関すること） 
内容：アンケート用紙を窓口に設置して記入を依頼しているが、現時点ではなし。 

 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 
報道活動 ・福井新聞発刊「ぷりん」の４月号、７月号にリズムの森の

案内を掲載。 
「ぷりん」にカブト虫学習会やカブト虫フェスタの広告（募

集）し、ＰＲしている。 
原木シイタケ栽培 ・原木シイタケの栽培したものをバーベキューの材料として

販売 

カブト虫養殖体験学習会の開催 ・４月２３日（日）に４９名（親子１６組）の参加を頂き、

講師によるカブト虫の飼育の学習会を開催し、参加者にカブ

ト虫をプレゼント。 

カブト虫フェスタ２０１７の開催 ・７月２３日（日）に２１１名（親子９４組）、会員運営ボ

ランティア４２名を合わせ２５３名の参加を頂き、カブト虫

の飼育研修や各種イベントを開催。 

バーベキューの利用促進 ・夜のバーベキューの積極的な受入。 

・食中毒予防喚起のチラシ配布。 

 

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 ・浄化槽点検・清掃、消防施設の点検業務を専門業者に委託 

清掃業務 
・会員のボランティアによる清掃を実施。 
（春期（4月 8日実施）：40名参加、終期（11月 4日実施：24名参加） 
・施設内の草刈等は、会員が定期的に行っている。 

保安警備業務 
・管理人による施設内の見回りを朝夕実施。 
・降雨（大雨）や強風のときは施設内を見回り。 
・美山在住の警察官による定期的な巡視あり。 

備品管理 ・適正な取扱いを実施。 
・平成 28年 10月 26日林業水産課と現品と備品台帳を照合済み 

小規模修繕 

・施設も建設から 30年を経過し劣化が激しくなっており、特に、水周
りに毎年多額の修繕費が必要となっている。 
・近年イノシシが出て広場や周辺の山地を荒らしており、修繕に相当

の労力や防護柵の設置が必要である。 
・コテージの周辺の雑木が大きくなり、建物に覆いかぶさり、台風や

積雪により建物の倒壊や破損するおそれがあるため、伐採が必要であ

る。 
・本年度の豪雪により、建物の除雪を会員で行い、被害を未然に防ぐ

ことが出来た。 



 
 
 
９ 指定管理者のコメント 

施設利用者の宿泊者が減少し、特にコテージの利用される一般客が減少した。 
テントを利用する団体が８月の利用となったため、県外の一般客が減少した。 
自主事業も例年通り実施しているが、集客増には繋がっていない。 
利用料等が減少するのに対し、修繕等の維持管理が増加していく傾向にある。 
インターネットなどを通し施設の状況をＰＲする必要がある。 

 
 
10 所管所属の所見 

 １０年間当施設の指定管理者として管理していただいた公益社団法人福井市シルバー人材センター

様からの意見を踏まえ、新たな指定管理者である有限会社アクティブスポーツシステム福井様と協議を

行いながら、自主事業の内容や個々の施設の管理について検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 ３ 

・点検名、実施回数等のリストの確認 

・関係書類の確認等 

５月９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 ３ 

・機械警備についての確認 

・職員による巡回警備の確認等 

５月９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 ３ 

・現地調査で台帳と照合等 
３月２６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 
４ ３ 

・業務日報等の確認等 １月２９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 ２ 

・関係書類や現地調査により確認等 １月２９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 
４ ２ 

・関係書類の確認等 ５月９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 ４ 

・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 

４ ４ 

・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 

４ ４ 

・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 
３ ２ 

・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 
４ ４ 

・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 ３ 

・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 ３ 

・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 ３ 

・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 

４ ３ 

・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 ３ 

・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 
４ ３ 

・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 ３ 

・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 ３ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ８７ ６２   

 割合（合計／100 点満点） ８７ ６２   

 


