
福井市にぎわい交流施設 
所 在 地 福井市中央１丁目２－１ 

所管課等 都市整備室 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 まちづくり福井株式会社 代表者 岩崎 正夫 

所在地 福井市中央１丁目４－１３ 響のホール６階 

 

 

２ 指定管理期間 

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

 

３ 施設の利用等の状況 
(H-年度)

導入前年度
H28年度
導入１年目

H29年度
導入２年目

H　年度
導入３年目

利用者数
(人)

- 281,329 292,202

前年度比
(人)

- 10,873

前年度比
(%)

- 3.9

利用料金
(千円)

- 26,875 29,203

前年度比
(千円)

- 2,328

前年度比
(%)

- 8.7

 
                       ※施設開業初年度より導入 

 

 

４ 納付金・指定管理料の状況     （千円） 

 
H28 年度 
導入１年目 

H29 年度 
導入２年目 

H  年度 
導入３年目 

指定管理料 72,526 71,056  

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 

年間稼働率 

・屋根付き広場 83％以上 

・多目的ホール 64％以上 

 

・屋根付き広場 84％ 

・多目的ホール 64％ 

指定事業の実施回数 

・施設ごとに年 12回以上実施 

 

・屋根付き広場 12 回 

・多目的ホール 12 回 

にぎわいの創出 

・土、日、休日に、イベント等が実施され

ている状況を維持 

土、日、休日のみの稼働率 

・屋根付き広場 90％（H28 年度実績：92％） 

・多目的ホール 90％（H28 年度実績：90％） 

                                 ※稼働率＝利用日数／開館日数 



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：第２管理事務所やリハーサル室の場所が分かりにくい。 
   対応状況：案内看板を設置した。 
   
  （施設・設備に関すること） 
   内  容：ハピリンホールの利用形態によっては、照明が暗い場所がある。 
   対応状況：今後、対応を検討したい。 
    
  （手続きに関すること） 
   内  容：ハピテラスへの搬入車両進入許可申請をメールでも受け付けるようにしてほしい。 
   対応状況：原則、ＦＡＸで受け付けているが、メールでも受け付けるようにした。 

 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 

備品の整備 

＜ハピテラス＞ 
・電源ケーブルの保護及び歩行者の安全確保のため、

ケーブルマットを導入した。 
＜ハピリンホール＞ 
・リハーサル室で会議を行う場合に、利用者から会

議用のスクリーンがあるとよいとの要望があった

ため、80 型スクリーンとプロジェクタを導入した。 
・能舞台やステージに登壇するための階段を整備し

た。 

施設のＰＲ 

＜ハピテラス＞ 

・初の大型スポーツイベント（バスケットボール３

×３）を行ったが、今後、福井国体に向けてスポ

ーツイベントを充実させていきたいと考え、福井

市東京事務所と連携し、主催者に対し再開催交渉

を行ったところ、H30.5 に 2 日間の開催予約を得る

ことができた。 

＜ハピリンホール＞ 

・会議等の開催利用が最も多いため、今後は企業に

対するＰＲが必要であると考え、福井商工会議所

会員企業約 200 社に対し、にぎわい交流施設のパ

ンフレットを送付した。 

環境の整備 

＜ハピテラス＞ 

・清掃第一と考え、H28 末に実施した汚れが付きにく 

くなるコーティングの施行に加え、H29 は毎週月曜

に業者による機械洗浄を実施したことにより、床

面が格段にきれいになった。 

・憩いの場としての良好な環境を維持するため、植

栽ベンチの再塗装を行った。 

＜ハピリンホール＞ 

・楽屋の清掃が不十分な場所があったため、使用後 

は、必ず業者による清掃を実施した。 

アンケートの実施 

・主催者アンケートの項目に利用料金に関すること 

を加え集計を行った。「普通」「安い」という意見

が 7 割以上あり、利用料金は決して高くないとい

うことが証明された。「利用回数の多い団体への割

引」要望が多いため、今後検討したい。 

 

 

 



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 
空調設備、電気設備、消防設備、舞台関係設備等の保守点検業務

を委託により実施。（点検報告書、聞き取りにて確認） 

清掃業務 
直営及び委託により、日常清掃及び定期清掃を実施。 
（日報及び事業報告書、聞き取りにて確認） 

保安警備業務 
警備会社に委託し、巡回及び機械警備を実施。職員による閉館業

務を実施。（日報及び事業報告書、聞き取りにて確認） 

備品管理 
備品台帳を整備し、損傷、経年劣化等の状態確認を随時実施。 
（備品台帳、事業報告書、聞き取りにて確認） 

小規模修繕 
基本協定書に基づき、年間 100 万円の範囲内で実施。 
（事業報告書、聞き取りにて確認） 

 
 
９ 指定管理者のコメント 

ハピテラスにおいては、今年度初めての試みとして、県内の中高生にハピテラスを開放して、ブ

ラスバンドの演奏などを行う「中高生開放ライブ」を実施したところ予想以上の盛況であった。今

後も、集客のある食イベント（メロンまつり、越前若狭紅白味自慢）、子どもの発表の場（中高生

開放ライブ、ダンス）、地元の音楽イベント（hometown live）などの継続して実施するイベントや

新規イベントを組み合わせて、ハピテラスを情報発信の最前線として位置付けていきたい。 
ハピリンホールにおいては、２月の大雪の影響もあり稼働率が前年度に比べ３％減った。そのた

め、県内企業２００社にパンフレットを送付するなど平日の利用促進を進めている。特に休日・平

日ともに稼働率の低い８月、９月、１月の利用促進について対策を考えていきたい。 
今後、ハピリンのにぎわいを年間通して西武まで広げるべく、商店街で使えるクーポン制度の再

構築やエキマエモールプレスの有効活用、西武・商店街・ハピリンモールとの定期的な意見交換な

ど、ハピリンと西武・商店街との連携を今まで以上に高めていきたい。 
 
 
１０ 所管所属の所見 

 施設・設備の維持管理については、保守点検や清掃、警備業務等、すべて適正に実施されており、

良好な施設環境が維持されている。 
 管理運営体制については、適正な職員の配置、労働関係法令の遵守など、適正な運営体制が構築

されている。 
要求基準については、稼働率や指定事業の実施数等すべて達成しており、中心市街地のにぎわい

創出に寄与している。 
 収支状況については、経理処理を本社会計とは別の口座で管理し、また、内部監査体制も構築さ

れていることから、適正な会計管理がなされている。 
その他、新たなイベントに取り組む姿勢や任意事業である自主事業の積極的な実施は評価できる。 
今後、福井国体・大会が開催され、県外からの多くのお客さまが来県されることが予想されるた

め、おもてなしの心を持って、施設運営に取り組んでほしい。また、今後も継続して多様なイベン

トを展開し、中心市街地のにぎわいの創出に取り組んでほしい。 
 
 



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 5 

・点検名、実施回数等のリストの確認 

・関係書類の確認等 

 提出書類・施設据付帳簿

確認 

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 

提出書類・施設据付帳簿 

確認 

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 
提出書類・施設据付帳簿 

確認 

（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  提出書類・施設据付帳簿

確認 

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  提出書類・施設据付帳簿

確認 

（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 提出書類・施設据付帳簿 

確認 

（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 

 

4 4 

・関係書類の確認等 様々な媒体を活用し、PR 活

動を行っていた。 

他施設や地域との連携 

・商店街と連携したイベントの開催 5 4 

・関係書類の確認等 まちフェス等、商店街と連携

したイベントを定期的に開

催した。 

（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 定期的にアンケートを実施

し、利用者の声を施設運営

に反映させていた。 

自主事業の実施状況 

・自主事業の積極的な実施 

 

5 5 

・事業報告書の確認等 約月 1 回のペースで、積極

的に自主事業を実施してい

る。 

（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 

・稼働率等 
5 5 

・事業報告書の確認等 要求基準を全て達成するこ

とができている。 

（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 3 3 

・事業報告書の確認等 提案と異なる代替事業を実

施することもあったが、概ね

実施されていた。 

（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 

5 5 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

適正に職員を配置してい

る。 

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 

5 5 

・関係書類の確認等 

・業務日報等の確認等 

タイムカード及び業務日報

等による管理をし、適正な

労働条件が保たれている。 

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 定期的な職場内研修によ

り、資質向上に取り組んで

いる。 

（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 

マニュアルを整備し、職場

内研修を実施している。 

（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 

・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 

食イベント時には毎回、保

健所へ申請を行っている。 

危険箇所の周知を行ってい

る。 

（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 

マニュアルを整備し、体制を

構築している。 

（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 

適正な管理がなされてい

る。 

（イ）経費縮減の取組

状況 

・光熱水費の削減 
4 4 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

事務所の節電等に取り組ん

でいる。 

 合計 95 94   

 割合（合計／100 点満点） 0.95 0.94   

 


