
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３１年４月１日～令和２年３月３１日（第４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

H31年度
導入12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 11,418

前年度比
(人)

3,009 45 ▲ 1,263 63 392 ▲ 207 492 1,105 1,048 ▲ 631 330 ▲ 1,153

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 ▲ 9.2

利用料金
(千円)

149,530 175,616 165,624 151,288 145,801 149,431 151,576 150,024 158,204 166,342 160,066 162,956 145,619

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 ▲ 17,337

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 ▲ 10.6

※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 

H30 年度 
導入 11 年目 

H31 年度 
導入 12 年目 

指定管理料        

納付金 3,230 3,109 3,282 3,456 3,327 2,651 2,996 

 

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 12,800 人 

平成 31 年度実績 11,418 人 要求基準達成率 114.1％ 

平成 31 年度実績 11,418 人 事業計画達成率 89.2％ 

休憩利用者数    要求基準 5,000 人 

               事業計画 5,200 人 

平成 31 年度実績 3,216 人  要求基準達成率 64.3％ 

平成 31 年度実績 11,418 人 事業計画達成率 61.8％ 

日帰り入浴者数  要求基準 25,000 人 

事業計画 27,400 人 

平成 31 年度実績 30,076 人  要求基準達成率 120.3％ 

平成 31 年度実績 11,418 人 事業計画達成率 109.7％ 

 

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） 

【上半期】 

内容：二階客室の足音が響く。（2件） 

対応：建物自体が木造のため、どうしても 2階の足音が下の客室に響きます。お客様の部屋を決める際に、2

階には人数が少ないお客様をあてがったり、空室がある時は 1 階または 2 階の部屋を使わないように



配慮しております。 

内容：客室までの道順が分かりずらい。（2件） 

対応：館内各要所に客室への案内板を出しております。 

内容：客室のバスタオル等のある場所が分かりずらい。（1件） 

対応：バスタイルのアメニティが準備している棚の扉を開けて分かるようにしています。 

内容：客室のカーテンがタバコの煙等で汚れていた。（1 件） 

対応：定期的にカーテンの洗濯をしております。 

内容：Wi－Fi 接続の際、事前登録等簡素化して欲しい。（2件） 

対応：建物の構造上、本格的な環境整備するには、多額の費用が掛かります。現在、ネット機器（ドコモの

どこでも Wi－Fi）導入しおります。ロビー周辺はフリーWi-Fi をご案内しております。 

内容：温泉の温度が熱かった。夏は 40℃、冬は 42℃希望。（4 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

の夏も、猛暑が続き、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：クレジットカード、電子マネーの導入を希望。（1 件） 

対応：本年度当初にクレジットカード決済を導入しました。今後、スマホ決済等も導入予定です。 

内容：女子脱衣場にヘアブラシを設置して欲しい。（1 件） 

対応：チェックインの際にフロントにて渡ししております。 

内容：客室がかび臭い。（2 件） 

対応：以前よりカビ臭、湿気の臭いの対応は、除湿機・カビ繁繁殖防止剤等対策を講じております。さらに

客室に消臭剤を設置し、改善しております。以前からご要望は多いのですが、立地（森林で湿気が多

い）、建物も古く含めて難しい状態です。 

内容：露天風呂があるといい。（1件） 

対応：以前よりお声が多いのですが、構造上増設には難しく、その代わりに露天風呂客室の設置致しました。 

内容：夜間、大浴場の外がライトアップされると良い。（1件） 

対応：土地の形状などライトアップ設備の設置は難しいです。 

内容：電子レンジがあると助かる。（1件） 

対応：元々客室や客室棟の電圧が低く、設置するとブレーカーが落ちるため設置不可能。ご要望のお客様に

は、厨房の電子レンジにて温めてあげています。 

内容：BS チャンネルを希望。（1 件） 

対応：ケーブルチャンネルを導入しています。BSの追加予定はありません。 

内容：朝風呂開始時間を 5：30 から希望。（1件） 

対応：早める事により勤務形態（働き方改革）変更が必要になるため、今のところ時間を早める予定はあり

ません。 

内容：客室にムカデが出た。（1 件） 

対応：建物周辺にムカデ等の害虫侵入防止の薬を撒いてはおりますが、屋根から等どこからともなく侵入し

てきます。ムカデが出た後は、バルサンを使用し、駆除しております。 

内容：階段が多くて年配者には辛い。（2 件） 

対応：以前からお声が多いですが、建て替えやエスカレーター設置等は困難です。階段が多い（長生き廊下）

は美山町長の思いがある階段であり、みらくる亭の特徴と捉えております。 

内容：膝が悪いので風呂椅子に中間の高さがあると良い。（1 件） 

対応：高さの違う椅子を設置しました。 

内容：客室の非常灯が明るくて眠れなかった。（1件） 

対応：消防法に基づいて設置しておりますので、撤去不可。 

内容：客室、館内共に寒い。（1 件） 

対応：元々の建物が断熱材等入っていない構造です。昨年冬より全客室にはファンヒーターを設置しており

ます。 

内容：布団が少し硬い。（1 件） 

対応：敷布団を 2 枚敷いて対応しております。 

【下半期】 

内容：客室でカメムシを 5 匹捕まえた。カメムシが多い。（6件）、カメムシが多いので、客室に殺虫剤がある

と良い。（1 件）脱衣場にカメムシが多かった。髪の毛が落ちていた。（2件） 

対応：例年、カメムシの時期は客室清掃時、チェックイン前、布団敷の際に 3 度チェックを行っております。

また、館内バルサンにて駆除も実施しておりますが、建物の構造上、どこからともなく侵入してきま

す。今秋からは客室に駆除用のガムテープも設置しました。 

内容：露天風呂があると良い。（2件） 



対応：長年お客様からのお声として頂いておりますが、土地の形状上含め、新設は難しく、その代わりに露

天風呂付き客室を設置しております。 

内容：ウォシュレットが利用できなかった。（1件） 

対応：故障しており、即日 新品と交換しました。 

内容：客室が少しカビ臭かった。（1 件）布団がかび臭かった。湿っぽかった。（2 件） 

対応：定期的に布団のクリーニング、客室にカビ防止剤を撒いております。 

内容：寝具はマットレスが引いてあると更に良い。（1 件） 

対応：敷布団は以前より 2 枚敷いております。 

内容：風呂道具を置く棚があると良い。（1件） 

対応：浴室が広くないため棚の設置場所なく設置ができません。 

内容：脱衣場のスリッパの履き間違いがないようにして欲しい。（1件） 

対応：以前お声を頂き、スリッパ用の番号付きの棚を設置させていただきました。 

内容：暖房機送風口にホコリがあった。（1件）客室の押し入れの湿気取が満タンだった。 

対応：客室清掃担当に注意と掃除方法の改善をしました。 

内容：館内が迷路の様で分かりづらい。案内板を増やして欲しい。（1 件） 

対応：案内板は以前より設置しており、表示方法を検討します。 

内容：階段が多い。（1件） 

対応：構造上、やむを得ません。 

内容：風呂上がりの水分があればよい。（1件） 

対応：給水機が設置できないため、客室に氷水ポットを設置しております。 

            

（その他施設・設備に関すること） 

【上半期】 

・畳の色が良かった。（1件） 

・温泉の泉質が良い。（4件） 

・時間の束縛もなくゆったりできた。階段は大変ですが、建物の造りが面白く、趣がありよかった。（1

件） 

・客室に冷水があり良かった。（1件） 

・森林にあるロッジ風の部屋、階段がよかった。（1 件） 

・新しくはないが味のある建物。お風呂も不思議な感じで楽しめた。（1件） 

・森林の夜の雰囲気、朝の雰囲気で癒される良い宿。（5 件） 

・迷路の様な造りで、迷ったが面白かった。静かでゆっくりできた。（1件） 

・子供が大変気に入った。とても良かったです。（1 件） 

・階段が多かったが、良い運動になった。（1 件） 

・自然がいっぱいで大好き。（1 件） 

・館内、客室が清掃行き届いている。清潔感を感じた。（3件） 

・客室が広くて良い。（1件） 

・今まで宿泊した宿で 1番良かった。（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。 

【下半期】 

・客室が純和風で最高。（1 件） 

・温泉がとても良い。（6件） 

・杉木立の中で静かで寛げた。（6件） 

・館内、客室、どこも綺麗。ほこりを感じない。（1 件） 

・館内の雰囲気が良い。（3 件） 

・お風呂が遠いと口コミがありましたが、お風呂・階段からの眺めが良く、建物のコントラストも綺麗

でまた来たいと思った。（1 件） 

・朝風呂は日光が差し込んで綺麗。朝風呂時間を延長して欲しい。（1 件） 

・客室が広くて良い。（1件） 

・お風呂のボイラー音が聞こえなくて良い。（1件） 

・コストパフォーマンスが良い。（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） 
【上半期】  

・子供が泣いていたのですが、夕食スタッフの態度が素っ気なかった。（1件） 



・客室に入った際、湿度が高かったので事前にエアコンを入れて欲しかった。（1 件） 

・応接の対応が雑だった。朝食時の食器の片づける音がうるさかった。（1件） 

・フロントがごちゃごちゃしていたり、食堂スタッフの手際が悪かったり、お風呂に髪の毛が落ちてい

たり、お客様への配慮や管理が行き届いていない点がたくさんある。（1件） 

・食器をさげる時は伺いを立てて欲しい。（1 件） 

・朝食時、スタッフが厨房の中に居て、声をかけないと出てこない。（1件） 

【下半期】 

・夕食時、スタッフ人数が少なくて対応が良くなかった。（1 件） 

対応：お客様よりお声があった時点で、各担当者に状況確認と注意、改善を行っております。 

対応：宿泊人数に応じて人員は勤務させています。また、お客様の夕食スタート時間も事前にスタッフと打

ち合わせをして、チェックイン時各食事スタート時間が均等な組数になるようにしております。 

 

（その他職員対応・サービスに関すること） 

【上半期】 

・各部署のスタッフの対応が良かった。（3件） 

・携帯充電器を忘れたが、フロントが快く貸してくれ、非常に助かった。（1 件） 

・市波駅の送迎が助かった。電車が遅れて福井駅で接続に間に合わなかった時、福井駅まで来てくれて

感謝。 

・時間より朝食に行ったが快く対応してくれた。（1 件） 

・子供のバースデイプレゼントの配慮が嬉しかった。（1 件） 

・朝食、夕食共に子供のアレルギー対応をしていただきありがとうございました。夕食も個室を準備し

ていただき配慮に感謝しました。（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。 

【下半期】 

・スタッフの対応が丁寧でした。（4 件） 

・とても満足。結婚記念日に宿泊できてよかった。（1 件） 

・急に送迎を依頼にも迅速な対応でした。（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。 

 
（料理に関すること） 
【上半期】 
内容：牛肉の種類が選べると良い。（1件） 

対応：今後の検討材料にさせていただきます 

内容：朝食のご飯が柔らかい。（1件） 

対応：新米の時期は水の量を少なくしたり、日々の気候やお米の状況を考慮しながら水加減を行っておりま

すが、予想が外れる時もあります。 

【下半期】 

内容：お子様ディナーが冷えていた。大人の料理がなかなか運ばれてこなかった。（1 件） 

対応：起こった時間帯の客様の動向や人員が不足していた等ありますが、同じ事が起きないようにスタッフ

に注意して配膳するように指導しました。 

（その他料理に関すること） 

【上半期】 

・夕食、朝食共に美味しかった。（5 件） 

・ワインが美味しかった。（1 件）→弊社グループの泰澄の杜で収穫したブドウで作ったワイン。 

・全て美味しかった。量も丁度良かった。（2 件） 

・和の心が入った味でした。（1 件） 

・刺身が美味しかった。（1 件） 

・朝食がバイキングでないのが良い。（1 件） 

・朝食の干物が美味しかった。（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。 

【下半期】 

・ステーキ・鮑が柔らかくて美味しい。（2件） 

・朝食の自分であぶった魚があったかくて、美味しい。（1件） 

・質、量、味ともに丁度良かった。（7件） 

・蟹釜飯が美味しかった。（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。 



 

（休館に際してのお客様のお言葉） 

・長らくの運営お疲れ様でした。迷路の様な館内が逆にとても魅力的な施設でした。 

・休業されるのは残念です。階段が多く、足腰に不安があると宿泊できなくなると感じていました。木

の温もりいっぱいで癒される宿ですが、利便性を UP して再開を望みます。 

・是非、またオープンしてください。また来たいです。 

・10 年前に宿泊して以来毎年宿泊するのを楽しみにしていました。今回の休館は残念。お部屋・お風呂・

食事・サービスが素敵な旅館でした。 

・休館前の泊納め。長い間何度もお世話になりました。 

・営業再開したらまた宿泊したい。 

・とても楽しいひと時を過ごすことができました。長い間ありがとうございました。 

・みらくる亭のお風呂が夫婦で大好きなので再開を楽しみにしています。 

・32 年間とか、寂しさが心にしみます。今回来てよかったです。 

・営業の復活を願います。 

・3 月いっぱいで休館という事で、居てもたってもいられず予約しました。親が宿泊した所だったので、

自分たちも来たかったです。来ることができて良かった。 

 

７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 
合宿の誘致 年間目標 5,100 人（実績 4,399 人）上半期 3,262 名（対前年 3,038 人／224 人

増）、下半期 1,137 名（対前年 1,574 人／473 人減）でした。上半期は、前年

同様に好調に集客しましたが、下半期は一番合宿の集客が多い 3月にコロナウ

ィルス感染拡大による、行政・学校の自粛要請があったため、当初 481 人の宿

泊予定が最終 70 人まで落ち込みました。 
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）。令

和元年年間実績 3,997 人（対前年 102 人増）。館内・客室の不備チェック、口

コミの早急な対応、清掃・料理の改善や清掃の徹底を実施しており、評価も安

定しております。じゃらん口コミについては、じゃらんより弊社スタッフの返

信の文面を評価いただき、じゃらんサイト上で「素晴らしい返信の例」として

掲載されました。下半期 10 月～12 月は昨年を上回る集客でしたが、1 月から

は暖冬によるスキー場営業縮小・閉鎖によるファミリー・グループ層の予約減、

3 月のコロナウィルス拡大によるキャンセル。緊急対策で格安販売を実施し人

数は確保しましたが売上は大幅減になりました。 

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、令

和元年 234 人と増加しております。当館宿泊の目的として「禅・永平寺」がキ

ーワードのようです。海外予約サイトとの提携も成果が出てきております。 

グループによる一括広

告と営業 
年間ではグループ一括広告各種媒体 8 回、テレビ出演 2回、ラジオ広告 1回、

ファミール 3 回、パレット 1 回、福井新聞半 5段 7 回、法要新聞折込チラシ 1

回。みらくる亭単独で、自社ＤＭ4回、福井新聞ぷりん、福井新聞折込チラシ、

JAF の媒体、読売テレビの旅番組取材（約 80 人予約）等実施 

BBQ プラン 年間で一般 684 人（対前年 822 人/138 人減）、合宿 813 人（対前年 643 人/170

人増）でした。年間利用で合宿は上回ることができましたが、一般は夏の猛暑

や天候不順、10月の消費税増税で下半期利用が大幅に減る結果となりました。

仕入れ値上がりで販売単価を上げましたが、内容もグレードアップしたため、

クレームもなく逆に好評でした。 

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、貸切風呂をセットにしたプランを販売。主商品として

旬の食材（松茸、せいこ蟹釜飯御膳、越前蟹）を使用した定番の釜飯御膳の他

ミニ会席松花堂弁当とリーズナブルプランで多くの方にご利用いただいてお

ります。インターネットでも販売をしており県外のお客様も取り込むように努

めました。 

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、弊社ホームページ・Facebook 掲

載、福井新聞ぷりんや各種媒体掲載、JAF や家庭の日などの提携も引き続き行

いました。本年は最後の指定管理の年という事で例年以上に参加型イベント、

回数券特売を追加開催した結果、多くのお客様が顧客になっていただき、毎月

前年を上回る集客をすることができました。 



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 7/7 開業日前に美山保育園の協力を頂き、ロビーに園児の願いの七夕を設

置。 

② 今年で 4 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 12 日敬老の日イベントを開催。56 人参加いただきました。食育

栄養士「佐々木敦子氏による認知症予防講座」、玉響（たまゆら）、きせん 

きよみ歌謡ショー、岡田純平お笑いショーと盛り沢山の内容。 

③ 美山啓明小学校「足羽川をきれいに」ポスター館内掲示 

④ 9 月 15 日朝倉トレイルラン温泉入浴割引協賛。94人利用がありました。 

⑤ 朝倉ゆめまるくん応援継続 

【下半期】 

① 10 月 27 日「そばまつり in みやま」露天出店 

② 2 月 1 日節分イベントを開催。当日は 70 人参加いただきました。カラオ

ケ歌謡ショーに始まり、岡田純平さんによる高齢者への相続の準備など、

終活について面白おかしく話しました。後半は金沢の「劇団はれるや」の

陽気なマジックショーや妖艶な創作舞踊などで来館者は盛りだくさんの

出し物に大いに満足していました。お昼には、節分にあわせて恵方巻を堪

能してもらいました。 

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

を作っりました。 

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 令和元年間実績 1,305 人（平成 30 年度 1,847 人 対前年 542 人減）の結果と

なりました。法事会食実施件数の減少、コロナウィルスによるキャンセルが主

な減少の理由です。 

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 DM は春・秋の年 2回（季節のプラン・宿泊割引券）・休館特別プラン DM 発送、

またチェックアウト時にチラシと割引券を手渡し利用喚起にも努めました。 

 

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 

 
令和元年は年度を通して厳しい一年で終わりました。GW が長かったため予約が集中し以降の旅行客減、

福井駅前の新規ホテルとの競合、新幹線やダム工事の工事関係者の減少、福井国体が無い分の集客減、10
月の消費税増税による出控え、年末年始長期休暇による 1 月の予約減、暖冬によるスキー場雪不足のオー

プン延期や閉鎖（スキー目的の団体や個人客のキャンセル）、追い打ちをかけるかのように 2.3 月は新型

コロナウィルスによる世界的旅行業界の大打撃と、インターネットや媒体発信、営業等で対策は行いまし

たが非常に厳しい状態でした。 
日帰りの利用人数減少は法事利用件数および人数減が主な要因でした。みらくる亭が休館することで近

隣地区の方にはご不便をお掛けしますが、一乗谷レストラントにて利用促進を図ってく予定です。 
入浴については、最終的には昨年を大幅に上回る結果となりました。顧客満足度に繋がる多彩なイベン

ト開催、SNS 利用などを強化した事が功を奏したと考えます。ですが、休館を前に多くの地域の方、み

らくる亭ファンの方にご利用頂き、改めてみらくる亭が多くのお客様に愛されていたことを実感させられ

ました。 
年間を通じて大きな設備故障、事故もなく、12 年間の指定管理期間を終わることができたのも、全従業

員のお陰と感謝しております。福井市様には、色々とご迷惑やご要望に沿うことができない事もあったか

とは思いますが、みなさまにも大変お世話になりました。 
 

 
10 所管所属のコメント 

 
指定管理期間の最終年度として 4 月以降休館となることもあり、リピーターや地域の方に積極的に PR

し利用促進に努めていたが、暖冬雪不足によるスキー場の閉鎖や新型コロナウイルス感染症による外出自

粛の影響により例年と比べ大幅な減収となった。その状況でも休館前に訪れるリピーターの利用があり、

休館を悲しむ声が多かったことは、現指定管理者が行ってきた営業努力の賜物である。 
しかし、指定管理期間が終了し休館となることもあり、施設管理や備品管理上の必要な修繕がなされて

いなかったこと、また市への報告がなかったことは残念である。 
平成１９年度途中の指定管理者制度導入から平成３１年度末までの１２年にわたり、民間事業者のノウ

ハウを活用したサービス、自主事業等より施設の効用も高まり、また利用者の声に対応した結果、直営時

代に比べ大幅に宿泊利用者が増加した。加えて大きな事故もなく施設を安心安全、安定的に管理運営して

きたことは高く評価できる。  
 
 
 
  



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 

６月１６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１６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 ２ 

・現地調査で台帳と照合等 
 ６月１６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１６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１６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１６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 ５ 

・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 ３ 

・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 

５ ５ 

・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 

５ ５ 

・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 ３ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ９８ ９２   

 割合（合計／100 点満点） 0.98 0.92   


