
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 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 福井市大手３丁目５－７ 

 

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

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

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

前年度比
(人)

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

前年度比
(%)

36.7 0.4 ▲ 11.2 0.6 3.9 ▲ 2.0 4.8 10.3 8.9

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

前年度比
(千円)

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

前年度比
(±%)

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

※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 

 
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（千円）   

納付金（千円） 3,230 3,109 3,283 3,456 

 

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 10,000 人 
平成 28 年度実績 12,872 人 

要求基準達成率 128.7％

休憩利用者数 5,000 人 
平成 28 年度実績 5,318 人 

要求基準達成率 106.4％

日帰り入浴者数 25,000 人 
平成 28 年度実績 27,981 人 

要求基準達成率 111.9％

 

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：客室がタバコ臭い、カビの臭いがする。（2件） 

対応：全室カーテンの洗濯と客室内にカビ・匂い抑える薬を散布。クーラー、換気扇の掃除、洗浄も実

施。クレームも減っており徐々に散布材、洗濯の効果が出ています。 

内容：客室にウォシュレットを付けて欲しい。 



対応：4月より全室ウォシュレットにしました。 

 

内容：男女温泉入口の分かれる踊り場に待ち合わせ時間を決める時計が欲しい。 

対応：設置しました。 

 

内容：客室が寒い。 

対応：ご希望の方にファンヒーターを貸出。チェックイン時にご案内しています。 

 
内容：ＷＩ-ＦＩの繋がりが悪い。 

対応：安定してつながる機械を導入し対策実施。 
 

内容：カメムシがいた。 

対応：客室、館内清掃時の再確認徹底、チェックイン前の見回り、布団敷時確認を実施。（いくら対処し

てもどこからか侵入してくる。）カメムシ侵入対策として窓などの侵入しそうな場所への薬の散布

を実施。 
 
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 
福井市と連携をとり助成金と地域交流費、体育施設等へ

の立地の良さを積極的にアピールし営業展開実施 

インターネット販売強化 

週末は一般、平日はビジネス客と毎月コンスタントに集

客を実施。ターゲット、季節応じた有効的な広告購入。

あらゆる媒体を駆使して各種情報を随時更新し、アクセ

スしてもらう導線作りに努めた。 

大部屋プラン 宴会場を有効活用した小中学のスポーツ少年団等向け。

グループによる一括広告と営業 
新聞雑誌媒体にスケールメリットを活かしたグループ

一括広告を 35 回、みらくる亭独自で新聞広告 9回実施。

BBQ プラン 年間目標 250 名に対し 649 名の実績。 

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 

通年、入浴と昼食と部屋休憩をセットにしたプランを販

売。主商品として旬の食材（秋：松茸、冬：せいこ蟹、

越前蟹、ぼたん鍋など）を使用した釜飯御膳の他ミニ会

席、松花堂弁当とリーズナブルプラン、忘新年会や各種

宴会を実施。上半期より法要の食事内容・チラシも四半

期毎に変えて販売強化し、新規需要の取り込みを実施。

入浴客、レストランの利用促進 

毎月お風呂のイベントチラシを作成し配布、ＨＰに掲

載。ポイントカード 3倍デイ、りんご、ゆず湯などのお

風呂イベント、昼涼みプロジェクト・福井県「家庭の日」

参画、レストランポイント、割引券の配布、各種媒体へ

の掲載等を実施。 

地域貢献、地域との連携企画 

7月 7日みらくる亭開業日と記念イベントとしてみやま

保育園園児の協力をいただき願い事を書いていただい

たヒノキの板をお風呂に浮かべてご入浴の方々に楽し

んでいただきました。7 月 5 日～7 日はお子様入浴無料

を実施。 

朝倉ゆめまる応援企業登録しました。 

畳入替、禁煙室導入、アメニティーの見直

し等 

一部客室の畳入替に伴い、禁煙室を 6 室導入。女子浴

場・露天風呂付き客室のリンスインシャンプーをリンス

とシャンプーに分け女性らしい容器に変更。客室アメニ

ティーに化粧水、乳液を新たに設置。 

カビの時期に備え対策として、薬剤散布、座布団洗濯、

除湿機を設置し長期期間での対策を実施。 



SNS の活用 
自社 HP、予約サイトじゃらん、Facebook を活用した集

客活動、情報提供等を実施。 

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。朝倉氏遺跡ガイド

付きプラン、ツリーピクニックアドベンチャープラン、

恐竜博物館プラン、カップル向けにスパークリングワイ

ン付、露天風呂付き客室にバラを浮かべた露天風呂、ス

イーツ好きや家族向けにケーキ付プラン、ビジネス向け

に栄養ドリンクやおつまみなどを付けた新プランなど、

予約サイト管理委託業者とトレンドを話し合いながら

幅広く利用して頂けるよう実施。 

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、五月ケ瀬等の

福井の代表的なお土産、酒屋さんおすすめ地酒の期間限

定セルフミニバーを営業。氷アイス、ラムネ、ファンタ

瓶など季節感のある商品販売を実施。 

法要プラン料理を刷新 

お客様のニーズを取入れた売れるプラン、新規利用人数

増と顧客の方には目新しく感じてもらえる内容に変更。

会席料理は和食にこだわらす、洋食の要素も取入れ和洋

折衷。お料理は年 4回変更し、チラシも都度変更。会席

料理の他、気軽にできる松花堂、ご住職弁当を追加。 

高齢化が進み、テーブル宴会ニーズが多くなってきた為

テーブル、椅子を追加購入。 

売店、ロビーの雰囲気づくり 

池、ロビー、フロント周りのレイアウトや色調を統一し、

恐竜のオブジェや奥越・白山エリアのマップを設置。 

間接照明などで温か味のある雰囲気に変更。売店も今ま

での素っ気ない感じから、お客様の目に留まり、購入し

ていただける様ディスプレー用品を購入。 

フロント前の棚を売店商品から観光パンフレット、県内

催しイベント設置棚に変更。 

地産地消の取組み 
地元美山のコシヒカリを使用。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も利用。 

ビジネスポイントカード発行 
ビジネスのリピート顧客獲得のためポイントカードを

新規発行。 

DM、優待券の発送等 
顧客向けに宿泊割引券やチラシを発送、チェックアウト

時に手渡しし利用喚起を実施。 

 

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） 

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実施。可能な限

り従業員で修繕。 
 
  



９ 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 

  ５月３１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 

  ５月３１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 

 ５月３１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  ５月３１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  ５月３１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  ５月３１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 

５ 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 
５ 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 
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 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 
５ ５ 

・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 

４ ４ 

・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 ４ 

・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 93   

 割合（合計／100 点満点） 0.95 0.93   

 
 


