
施設名 福井市国民宿舎 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1-2505 

 

２ 指定管理期間 

平成２６年１１月１日～令和２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

利用者数
(人)

18,820 39,140 41,238 42,510 42,391

前年度比
(人)

18,820 20,320 2,098 1,272 ▲ 119

前年度比
(%)

0.0 108.0 5.4 3.1 ▲ 0.3

利用料金
(千円)

66,393 143,770 145,266 147,039 145,282

前年度比
(千円)

66,393 77,377 1,496 1,773 ▲ 1,756

前年度比
(±%)

0.0 116.5 1.0 1.2 ▲ 1.2

○○ホール
稼働率※(%)
△△ホール
稼働率※(%)

※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 

 
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 3,610 4,121  

※5,287,500円(控除前納付金額)－1,166,400円(控除額)＝4,121,100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 

7,300人に対して、9,504人 

達成率 130.2％ 

事業収入金額(入湯税・消費税を除く) 

90,000 千円 

90,000 千円に対して、145,283千円 

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 
件名 内容 対応 

大浴場 露天風呂の窓下のゴミが気になる 対応しました 
露天に虫が多い 殺虫剤等設置しました 
大浴場の床に髪の毛がたくさん落ちていた 気を付けるよう教育しました 
温泉がすべすべして良かった  
刺青の人がいて気分が悪かった 通報があれば注意しています 
脱衣所にトイレが欲しい 構造上困難です 
露天風呂がもう少し広かったらうれしい 構造上困難です 
ヘアブラシは数を増やすか殺菌の物があれば良い 検討します 
洗顔やクレンジングが無いことを HP に表記した方が

良いのでは？ 
検討します 

客室 折り畳みベッドがあると良い 検討します 
部屋でタバコが吸いたい １Ｆに喫煙室の利用を喚起 
乳液等うれしい  
部屋に時計があると嬉しい 検討します 
WiFi が良い  
破れた寝巻があった 注意しました 
掃除が丁寧でキレイな部屋でした  
寝るとき布団が寒かった 検討します 
部屋の窓際がすごく寒い、ペアガラスにするなど対策し

て欲しい 
構造上の点もあり検討課題です 

部屋の壁紙が剥がれてる 修理しました 
BS 放送がないのが残念 今後検討します 
海が見えるロケーションが魅力です  
加湿器があると良い 検討します 
部屋に蟹の臭いが残っていて残念 除臭につとめます 
インターンネットのつながりが悪い 一度確認します 
部屋のカギが閉まりにくい 検討します 
風の音がひどくて眠れなかった 窓の点検をします 

料理 フライと焼魚が冷たい 検討します 
魚と肉がおいしかった  
朝食に小梅があるとうれしい 検討します 
朝食が少量で沢山の種類があってよかった   
夕食の蒸し物がデザートの後に来た。もっと前に欲しか

った 
配膳係に注意しました 

夕食が食べきれないくらい沢山あってよかった  
朝食の鯵が美味しかった  
バイキングでないのが良い  
越前蟹に大満足  
夕食の味付けが全般濃いのが残念 検討します 

おもてなし 皆さん感じの良い方だった  
電話対応が丁寧で良かった  
現金のみの支払いを電話予約の時に教えてほしかった 注意しました 
レストランに行った時、席に案内されなかった 注意しました 
スタッフの気配りが大変良かった  
おしぼりがでていなかった 注意しました 
釜飯や焼き物の火の事に何もなし。対応が悪すぎて食べ

る気がなくなった 
注意しました 

誕生日のサプライズケーキが良かった  
予定よりかなりチェックインが遅くなったが出迎えて

くれた。入浴時間を延長してくれた 
 

フロントの丁寧さが伝わった  
期待以上の対応に大満足  



お風呂の混雑時の説明などすごく安心感があった  
その他 全国泊まり歩いていて今まで何も思わなかったがまた

来たいと思う宿だった 
 

売店に地元の品ぞろえが良かった  
素泊りの料金が安すぎる  
ロビーに子供用のおもちゃがあるといい 検討します 
子供料金の半額プランが良かった  
高齢者に優しい宿  
クレジットカードを使用出来るようにして欲しい。 近日中に対応します 
レストランの窓が高くて座ったとき海が見えない 構造上の問題で申し訳ありません 
高級旅館にも劣らず気持ちが和みゆったりと過ごせた  

 

７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 
計画 30年度 実施状況 

合宿の誘致 

年間目標 1,670名に対し、上期 917名、下期 220名、合計 1,137名

の実績と目標に届かなかった。今年度は大きな団体予約が少なく、数

を伸ばすことができなかった。 

次年度は、早めに旅行エージェントや大学生協に積極的な営業を仕

掛け、集客に努め目標の 1,800名を達成します。 

インターネット販売強化 

30年度は年間 3,442名（昨年 3,202名で 240名増（対前年比 107％）

の実績。予約サイト別では、自社ＨＰ103％、楽天 133％、その他 246％

（人数）と軒並み上昇を見せている。その他のブッキングドットコム

では外国人の入れ込みも多く、外国人へのおもてなしも強化してい

る。又、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

増に結びつけている。口コミポイントは楽天 4.53 じゃらん 4.4とも

に高得点を頂いている。楽天トラベルの福井人気順ランキングでは、

福井エリアで総合ランキング 1位となっている（県エリア 8位）。高

得点が持続できるようにお客様に話すタイミングや内容なども考慮

していきたい。 

ホームページからの予約宿泊者にはワンドリンクサービスも引き

続き実施している。じゃらんではじゃらんバザール、楽天ではスーパ

ーセールなどを利用して集客に繋げている。 

ざこねプラン(大部屋利用)の導入 

宴会場である大広間を有効活用し、客室稼働率を上げる目的で導入

したが、今年度は夏合宿で 66名利用、忘年会では 9名の利用があっ

た。大広間にはトイレも洗面所も廊下に出ての利用のため料金を通常

の 1,000円ほど安く販売している所、忘年会の 9名様はリピーターで

毎年利用して頂いている。 

グループによる一括広告と営業 

今年度の一括広告は 33回実施している。主に、ＢＢＱ、忘新年会、

かわり湯、蟹（宿泊・日帰りプラン）閑散期の県民プラン等を掲載。

鷹巣荘独自は 26回実施していて、宿泊では「春の姿造りプラン」「夏

の浜焼きプラン」「秋 4周年プラン」日帰りでは、「春・筍と鯛の釜飯

御膳」「日帰りランチ 500円ＯＦＦ」「海鮮ちらし」「４周年穴子釜飯

御膳」「冬：せいこ釜飯御膳」「ずわい蟹日帰りコース」等、積極的に

掲載し集客増に努めた。 

魅力ある宿泊プランの提案 

鷹巣荘らしい四季折々の旬の素材を使用した宿泊プランを作成し

集客に繋げている。4月～6月は「姿造りプラン」98名。6月～8月「浜

焼きプラン」125名。9月～11月「4周年記念プラン」は 161名ご利

用いただいた。特別メニューでお造り盛り合わせ、ヒレステーキ、穴

子釜飯など豪華な食材で多くのお客様を獲得できた。9月 10月「甘海

老付漁火プラン」は、一番単価の安いプランに旬の甘海老を付けたプ

ランで、60名の集客。また、2月 3月閑散期には、低料金の「蟹鍋プ

ラン」を販売したところ学生合宿併せて 65名獲得。その他、「福井・

鷹巣荘に来たら美味しいものを全部食べたい」というところから、人

気の極みコースのチョイス（あわびと牛ステーキ）を両方つける「特

選極みコース」を 3,000円ＵＰの 16,500円で販売し、9月～３月で



106名の集客があり、アンケートでも大変好評価を頂いている。蟹が

苦手なお客様の集客にも繋がり、1人当たりの単価も上がった。 

お客様のニーズに合わせた       

日帰りプランの販売 

利用者数は 4,408 名（前年 4,183 名/前年比 225名増）の実績で、

年々日帰りの実績は増えている。毎年、四季折々の食材を取り入れた

メニュー開発をしているが、今年度は新メニューを多く販売した。 

6月～8月「特製海鮮チラシ」は、丼にサザエを殻ごと盛り付ける

という斬新なアイデアで 50名集客。9月～11月「鷹巣荘４周年企画」

と銘うった、新メニュー「穴子釜飯御膳」はぷりんなど広告を打ち宣

伝し 108名集客。昨年は蟹の高騰と２月の豪雪でキャンセルが多く、

日帰り集客が伸び悩んだが、今年度は新メニュー「せいこ蟹丼」を販

売したところ、11月 10日～12月末までで 174名販売した。以前から

鷹巣荘名物の人気のプラン「せいこ釜飯御膳」の「入浴＋お部屋食＋

お食事」のセットプランは、337名集客（昨年 254名/前年比 83名増）。  

今年度は、お客様を飽きさせない新メニューを取り入れた結果、総

計 225名増の要因となった。 

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送迎を例年通り実施したことにより、

「日帰り宴会」「団体宿泊」ご利用のお客様 3,351名の実績。 

日帰り入浴客の利用促進 

毎月イベントカレンダーを作成し、レディース・メンズ・シルバー・

キッズデーなどの週替わりのイベントを掲載。変わり湯（りんご湯・

ゆず湯・はっさく湯）等も周知に努め、定着しつつあります。 

地域貢献、地域との連携企画 

従来より、鷹巣公民館をはじめ、自治連合会、各種団体の行事には

積極的に参画し、連携を深めています。また、お盆・年末年始には「里

帰り」に合わせ、地元客の入浴 100円割引を実施しました。 

支配人が地域コーディネーターとして、鷹巣中学校や公民館に出向

き、中学生に鷹巣荘にはどのようなお客様が来ているか、従業員はど

んなことをしているか、地元鷹巣の良さをどのように発信しているか

を話し講義をした。 

ＤＭ、優待券の発送等 

ご利用いただいたお客様に次回のイベント開催に向けた「宿泊割引

券」や「チラシ」を発送し、集客に努めた。特に冬の風物詩「越前蟹

プラン」のチラシは、お客様が多く来られる 8月以降宣伝に努め、予

約獲得に繋げている。 

リピーターへの接遇 

リピーター、新規問わず、夕食時にお客様のテーブルと大広間に挨

拶廻りをし、鷹巣荘の魅力、福井の観光情報など発信し、鷹巣荘なら

ではの「おもてなし」に努めている。また、新プラン販売時には、「お

得意様限定」として、一般の方より早めにＤＭを作成し特別価格で販

売。リピーター客の囲い込みに力を注いでいる。 

ＳＮＳの活用 
自社ＨＰ，予約サイトじゃらんなどの他、Facebook、インスタグラ

ムを活用した集客活動を展開している。 

朝食の充実、アメニティの見直し 

朝食はお客様アンケートを確認しながら、メニューを変えている。

食後のコーヒーサービスもお客様の声より実施し、好評を得ている。 

アメニティは、高単価のプランに、女性用パック、ビジネス客ター

ゲットに「休息時間」など、あったら嬉しいのでは？というアイデア

商品を付けて、広い客層を集客できるように努めている。 

売店商品の充実、見直し 

新商品販売 

旬の果物、野菜、わかめなどの販売の他、地元の商品も取り揃えて

いる。また、変わり湯イベント時には、その時浮かべた果物・ゆずジ

ュースなども販売し反響を頂いている。 

営業活動 

宿泊営業は引き続き市内企業、臨海テクノポート等に出向いて営業

しています。今期からはグループで企業向けの宿泊、入浴優待券を作

成し集客に努めています。 

また、年数回の県外旅行エージェントへの営業にて学生合宿の誘致

を進めています。入浴については、地元の釣り具店をはじめキャンプ

場、道の駅、レース場、浜茶屋等にも優待券を配布して利用客の増加

をねらっています。 

 

 

 



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(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しています。 

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つために保安業務を遂行しています。 

備品管理 施設管理者である支配人が中心になって、適正な管理を実施しています。 

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.総括 

平成 26 年 10 月にリニューアルオープン以来、4 年 5 か月が経過しました。いよいよ指定管理者として

残すところ１年となりました。今年度を振り返ってみますと 9 月には福井市にとって大きなイベントであ

りました「福井しあわせ元気国体 2018」開催され、天皇杯・皇后杯１位という輝かしい成績となりました。

鷹巣荘では 9月 29日から 10月 1まで剣道競技において熊本県、山形県の選手・役員が宿泊し、熊本県が

成年女子の決勝で福井県に敗れ、大変残念がっておられました。又、柔道競技には北海道、佐賀県選手・

役員をお迎えし、福井の観光 PR はもとより、鷹巣荘が誇る源泉かけ流しの温泉と景観・食事など「つるつ

るいっぱい」のおもてなしに努め、大変満足して帰られました。 

次に、地域連携につきましては、従来より鷹巣公民館をはじめ、自治会連合会・各種団体の行事等に積

極的に参画し、地元の方々と信頼関係を深め、今では、地区民の一員として迎えられております。更に支

配人が、地域コーディネーターとして中学校や公民館に出向き、中学生には鷹巣荘ではどのようなお客様

を迎えているのか、当荘で働く職員はどんな仕事内容をしているのか、そして地元鷹巣地区をどのように

発信しているのかなどの講義を行い、理解を深めていただきました。また、一昨年より越前海岸盛上げ隊

の事務局を担い、市おもてなし観光推進課担当者の的確なアドバイスにより、運営も順調に推移しており

ます。 

本丸であります鷹巣荘の運営ですが、従来よりの景観、源泉、魚介類と当荘が持つ宝を前面に押し出し

た事業展開を図っており、宿泊予約サイトのじゃらんが口コミ 4.4、楽天が 4.53 の高得点を頂いておりま

す。なかでも楽天では福井エリアで総合 1位を頂戴し、今後もスケールアップすべく頑張って参ります。 

平成 30 年度上半期では日本列島を襲った 7月の豪雨や 8～9 月の台風の影響でキャンセルが続出し、宿

泊数・売上とも昨年を大幅に下回りましたが、下半期では日本海風物詩の「蟹コース」を今シーズンは黄

色タグの越前産のみに限定し販売した結果、宿泊・日帰りとかなり追い上げましたが、上半期の減少をカ

バーできず、宿泊 9,504 名と昨年を 154 名の減となった反面、日帰りは 4,408 名と前年比 105％に伸びま

した。 

しかし全体的に見ますと、風水害などの自然災害による影響は大きく、大変残念な結果となりました。 

令和元年度は「顧客満足度の向上」と「職員の生産性の向上」をスローガンにお客様の期待に応えられ

るよう、そして悲願である宿泊者 10,000名を目指し、仕事効率を高め、運営して参ります。 
 
10 所属所管の所見 

 

 

 

 

 

上半期の豪雨や台風の影響により宿泊者が昨年に比べると減とはなったが、現指定管理者の多様な利用

促進の取り組みや努力により事業計画目標値は十分に達成できているし、日帰り利用者については昨年と

比べ増加している。 

利用者からの苦情や意見に対しても丁寧な対応を心がけ、景観・源泉・魚介類と施設のもつ宝を前面に

押し出した事業展開することにより、宿泊予約サイトでも高い評価を受けており、福井エリア総合１位を

獲得するなど、安心して管理運営を任せられる。 

今後も引き続きお客様の期待に応えられるよう、おもてなしのサービス提供と理想促進に努めていただ

きたい。 



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 

 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 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 

3 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 
4 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 
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 

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 96 97   

 割合（合計／100 点満点） 0.96 0.97   

 
 


