
国民宿舎鷹巣荘 
 

所 在 地 福井市蓑町３-１１-１ 

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 株式会社フードサービス福井 代表者 北野 耕一 

所在地 福井県福井市福１丁目２５０２ 

 

 

２ 指定管理期間 

平成２６年１１月１日～平成３２年３月３１日 

 

 

３ 施設の利用等の状況 

(H　年度)
導入前年度

H26年度
導入１年目

H27年度
導入２年目

H28年度
導入３年目

H29年度
導入４年目

H30年度
導入５年目

H31年度
導入６年目

利用者数
(人)

18,820 39,140 41,238

前年度比
(人)

18,820 20,320 2,098

前年度比
(%)

0.0 108.0 5.4

利用料金
(千円)

66,393 143,770 145,266

前年度比
(千円)

66,393 77,377 1,496

前年度比
(±%)

0.0 116.5 1.0
 

 

 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
H２６年度 
導入１年目 

H２７年度 
導入２年目 

H２８年度 
導入３年目 

２９年度 
導入４年目 

H３０年度 
導入５年目 

H３１年度 
導入６年目 

指定管理料   

納付金 1,787 4,310 3,706  

※5,287,500 円(控除前納付金額)－1,581,120 円(控除額)＝3,706,380 円(納付金額) 

 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 

要求基準 達成状況 

年間利用者数（宿泊者） 

         7,300 人 

平成 28 年度実績 9,498 人 

達成率 130.1％ 

事業収入金額(入湯税・消費税を除く) 

90,000 千円 

平成 28 年度実績 145,266 千円 

達成率 161.4％ 

 

 



 

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：浴場のカランのお湯が出る時間が短い。 

対応：処置済み。 
 

 （サービスに関すること） 
内容：部屋のカギをどうすれば良いか案内して欲しい。 

フロントに預けるとかコインロッカーの案内など。 
  対応：フロントにて案内します。 

 
内容：肉と鮑どれくらい焼いたらいいか案内してほしかった。 

  対応：説明するように対処します。 
 

７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計画 実施状況 

インターネット販売強化 

平日など当日のビジネス客も集客できるよう実施。 
閑散期にはターゲットに応じた有効的な広告を購入し利用増に

結びつけています。 
ホームページからの宿泊客には、ワンドリンクサービスを実施。

ざこねプラン（大部屋利用）の

導入 
宴会場を有効活用した小団体と「地元里帰りプラン」を実施し、

客室稼働率を上げることによって集客に努めた。 

グループによる一括広告と営

業 

新聞雑誌広告でグループのメリットを活かした一括広告を 35回、

鷹巣荘独自で新聞広告９回実施。 
宿泊/日帰りともに集客に寄与している。 

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」のセットプランを販売。

4 半期ごとにメニューを替え、積極的に販促することにより、新

規需要の取り込みに努めている 

近隣地区利用客に無料送迎サ

ービス 

福井市内の近隣地区利用客の「日帰り宴会」「団体宿泊」ご利用

のお客様の送迎を取り入れた。 

地域貢献、地域との連携企画 

平成 28 年 6 月 3 日地元鷹巣の幼小学校児童が施設の見学会を開

催。地域の施設に親しみを持つ「地域学習」、魚の解体ショーを

実施。  
また年末年始には、「里帰り」にあわせて、地元客の入浴 100 円

割引を実施。多くの地区民の利用がありました。        

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。 

 

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、法定点検等毎月１回もしくは年１～２回の定期

点検を実施(その都度支配人もしくは、担当者が立会い、確認) 

清掃業務 
客室・浴室を含めた館内は清掃担当者を決め、その都度日報で確

認し、職員が随時施設内を巡察して日々管理を実施 

保安警備業務 
当社職員による定時パトロールを実施しています。また夜間にお

いては、お客様の安全性を確保するために保安業務を実施 

備品管理 施設管理者である支配人が中心になって、適正な管理を実施 

小規模修繕 協定書の指定管理業務に基づき年間 120 万円の範囲内で実施 



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２９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２９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 ４ 
・現地調査で台帳と照合等 

５月２９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 ５ 

・関係書類や現地調査により確認等 ５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 
５ ３ 

・関係書類の確認等 ５月２９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 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 

５ 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 
５ ５ 

・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 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 

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 
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 

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 ９９ ９２   

 
割合（合計／100 点満点） 0.99 0.92   

 


