
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1-2501 

 

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
H31年度

導入6年目

利用者数
(人)

18,820 39,140 41,238 42,510 42,391 42,436

前年度比
(人)

18,820 20,320 2,098 1,272 ▲ 119 45

前年度比
(%)

0.0 108.0 5.4 3.1 ▲ 0.3 0.1

利用料金
(千円)

66,393 143,770 145,266 147,039 145,282 137,644

前年度比
(千円)

66,393 77,377 1,496 1,773 ▲ 1,756 ▲ 7,639

前年度比
(±%)

0.0 116.5 1.0 1.2 ▲ 1.2 ▲ 5.3
 

  

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 3,230 

※5,287,500 円(控除前納付金額)－2,056,572 円(控除額) 

 

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）  

        要求基準  7,300 人 

        事業計画  10,100 人 

平成 31 年度実績 9,096 人 

          要求基準達成率 124.6％ 

事業計画達成率  90.0％ 

事業収入金額（入湯税・消費税を除く) 

要求基準   90,000 千円 

事業計画  129,513 千円 

平成 31 年度実績  137,644 千円 

要求基準達成率  152.9％ 

事業計画達成率 106.2％ 

 

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 女性露天）下の港から見えるのではないかと気になって入れなかった。 構造上困難な状況です。 

大浴場 

 

脱衣所でタバコを吸おうとしてる人がいた・・・とても残念 注意します。 

朝の風呂の時間をもっと早くして欲しい 考慮致します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯船から上がりたくないほどゆったりつかれました。  

浴室の桶等、黒カビと思われるものがあり清潔面で問題あり、見直した方が良い。 注意します。 

露天風呂を楽しみに来たのに使用中止は非常に残念！まして当日のチェックイン

時に聞かされるなんて！！！ 

やむおえなく中止しました。事前告

知に心がけます。 

夜 23：00 までだったので 22：：40 頃に行ったら浴槽のお湯が抜かれてて入れな

かった。露天と夜遅くまでの入浴ができる宿を探して来たので少し残念です。 
清掃係に注意しました。 

娘が湯あたりを起した時適切な対応をありがとうございました。  

お風呂の大と小の温度差がすごかった 大きな温度差がないようにします。 

とても良い温質でした。  

客室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドアの鍵開け閉めやりにくい。出入りするのに毎回苦労しました。 検討します。 

敷布団が硬いのでもう 1枚欲しい。 追加も可能です。対応します。 

部屋に入ってすぐ嫌なにおいがした(加齢臭のような）ファブリーズを 1つ部屋に

置いてくれると良い。 
除臭に努めます。 

部屋の入口のドアの開け閉めがうるさすぎる(ドアが軽いせいかな？）なかなか寝

付けなかった・・・ 
検討します。 

枕がすごく良くて個人的に欲しい。  

風で窓や障子がガタガタとうるさくて思わずティッシュを挟みました。 構造上の点もあり検討課題です。 

布団を敷いても広々として机が使いやすかったです。  

宿泊の部屋に時計があるといい。 検討します。 

「はんてん（丹前？）」からタバコ臭がした 注意と除臭に努めます。 

のんびりくつろぐ事が出来ました。  

部屋が広く、清潔で、落ち着く。  

料理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

刺身の角が立ってた 久しぶりに見た  

蟹味噌も濃く、身もフワッとしていて美味しかった。  

天婦羅が出てくるのが遅くて催促したら冷めた物が出てきた。すごく残念。 注意します。 

夕食の煮付け温めないのですか？ 温める事も可能です。検討します。 

妊娠中で生物が食べられなかったのですが食材を変えてもらえて助かりました。  

朝食時のスタッフさんがとても親切で感じよく朝から気分爽やかでした。  

せいこ釜飯が最高だった。  

食事の量が年配の父にはちょうど良かった。  

リピ）朝食の焼き魚が復活していて良かった。     

食事の塩分をもう少し控えめにして欲しい 検討します。 

1人旅で来ました。スタッフの方が良く話してくれたので食事の時も楽しく過ご

せました。 
 

豪華な夕食に大満足  

おもて

なし 

 

小さい子供がいるのにとても親切にしてくれてうれしかった。家族全員楽しく過

ごせた。 
 

食事の時鷹巣荘の説明がとても丁寧で温泉の事も納得できた。  



 

 

 

 

 

 

 

  

子供の具合が悪いのを心配して下さって感謝です。  

スタッフの方々の笑顔での対応で心が癒されました。  

どの方も対応が良くしかも安く泊まれるなんて大満足です。  

宿泊前日に電話で予約しました。電話（男性）にて快く予約を受けて頂き感謝し

ております。 
 

どの方も対応が良くしかも安く泊まれるなんて大満足です。  

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

客の貴重品に対して無防備過ぎる。いちいちフロントに預けるのは不便。 検討します。 

20 数年前に泊まった時の景色が良かったのでもう一度来た  

お土産コーナーに地酒とかあると良い。 検討します。（酒販免許） 

久しぶりに豪快な海を眺めてホッとしました。  

遊歩道から見る景色が良かった  

他の人にも教えてあげたいくらい良かったです。  

来年も国民宿舎として営業を希望します。  

部屋に居ても、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ乗ってても、廊下歩いてても、どこに行っても寒い！なん

とかして欲しい。 

部屋は暖房器具の貸出し            

廊下は構造上の問題もあります。 

夕日と朝日が見れなかった残念・・・次回は晴れてる時に来たい  

 
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 1,670 名に対し、上期 973 名、下期 83 名（合計 1,056 名）の実績となりました。目標に届かず。上期

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 1800 名を達成します。下期はコロナウィルスの影響でキャンセルが

相次ぎました（キャンセル 314名）。 

インターネット

販売強化 

年間目標 3,480 名に対し、上期で 2,329 名、下期 1,726 名、合計 4,055 名（前年 575 名増）の目標達成となりま

した。全体の売上構成比としてはネット部門 48％を占めています。予約サイト別では、自社ＨＰは 93％（前年

対比）と落としているもの、じゃらん 132％、楽天 122％、その他 100％とじゃらん・楽天が伸びています。要

因は、昨年同様「じゃらんバザール」「楽天スーパーセール」等を活用し早めの予約を強化し、閑散期（４～６

月）には、「お日にち限定タイムセール」でお得なプランを販売し直前の集客に努めました。秋には「鷹巣荘５

周年記念」を打ち出し人気プランである「極みプラン」をお得に販売。鷹巣荘自慢の「蟹プラン」は 983 名中

395 名（40％）がネットからの予約でした。蟹の価格が下がる年明けには、自社ＨＰ予約では 1,000 円ＯＦＦ、 

早期割自社 2,000 円～3,000 円ＯＦＦ、ＯＴＡ1,000 円～2,000 円ＯＦＦ、直前割も 2,000 円～3,000 円割引など、

お得に販売することで集客に繋がりました。口コミポイントは楽天 4.42 じゃらん 4.4 ともに高得点を頂いて

います。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３位となっています。 

日帰りプランでは、通年利用していただけるよう「海鮮チラシ＋温泉」付きのプランや、温泉を宣伝する目的で

「日帰り温泉」をじゃらん遊ぶ体験で販売し県外客を取り込めた。蟹日帰りプランも販売、61名獲得。 

蟹プラン販売強

化 

冬の風物詩である「越前蟹」を使用したプランの販売を強化しました。調理人会議にておしながきや販売価格を

見直し適正価格を割り出した。販売策として、チラシに早期予約特典とし「2,000 円館内で使えるクーポン」を

付け夏休みの繁忙期に配布。早めに販売したことにより期間中 983 名（昨年 1,012 名）の予約獲得ができました

（対前年比 97％）。インターネットからの予約も強化しました（上記参照） 

グループによる

一括広告と営業 

福井新聞、ぷりん、パレット（フリーペーパー）等の新聞雑誌広告でグループのメリットを生かした一括広告を

上期 15回下期 7回（計 22 回）、鷹巣荘独自で新聞広告は 10回実施し、宿泊・日帰りともに集客に寄与してい

る。（金の舟盛Ｐ・海の幸Ｐ・海鮮丼・５周年記念Ｐ／あなご釜めし/せいこ釜飯/ごっつお丼）５周年記念の折

込では宿泊 24名、ごっつお丼日帰り 22名の集客がありました。 



お客様のニーズ

に合わせた       

日帰りプランの

販売 

今年度日帰り利用者数は 3,361 名（昨年 4,183 名）（前年比 822 名減）の実績。要因は法事の利用客が減少と 3

月のコロナウィルスの為にキャンセルが相次ぎました。蟹の時期の日帰りプランは、495 名（前年 486 名）と前

年より 9名増となりました。年内に比べ予約数が伸び悩む（せいこ蟹の期間が終わるため）年明け 1月 2月に新

しいプランを考案。「冬の極旨食べ比べごっつお丼」と題しまして、「ずわい蟹丼」「サーモン丼」「いくら丼」

と３つの丼の料理を「部屋食・温泉・個室休憩付」のパックプランで販売。昨年は２月の豪雪でキャンセルが多

く出ましたが今年は暖冬の為、予約獲得に繋がりました。 

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ました。 

日帰り入浴客の

利用促進 

通例となっているりんご湯、ゆず湯、はっさく湯など季節に合わせた替わり湯を本年も実施。又、メンズ・レデ

ィース・キッズデーなど毎月定期的に実施している。その他、身障者及び JAF 会員の割引を行い、集客に努めた。 

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。「越

前海岸盛り上げ隊」では、越前海岸エリアにある「ＣＡＦＥ ｅａｒｔｈ」にて「朝ヨガ」企画を 8月 9月 10

月に実施。参加者合計 45名に入浴割引券を付けご好評いただきました。 

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、集客に努めました。「宿

泊蟹プラン」ＤＭでは 116 名獲得。 

リピーターへの

接遇 

リピーター・新規を問わず、レストラン・大広間に出向き、挨拶の中で、鷹巣荘施設の案内や、観光地の情報（特

に朝倉遺跡・養浩館・柴田神社など）など言葉のキャッチボールに心がけ、和気あいあいの「おもてなし」に努

めており、年々リピーター客が増えております。 

ＳＮＳの活用 
自社ＨＰ，予約サイトじゃらんなどの他、Ｆａｃｅbook、インスタグラム等で、新しいプラン紹介や鷹巣荘近隣

での出来事など取り上げ集客活動を展開している。 

魅力ある宿泊プ

ランの提案 

毎年、ターゲットに合わせたプランを提案しておりますが今年は「ファミリー」をターゲットのプラン販売を展

開。「お子様半額お菓子舟盛り付プラン」は好評で、ＧＷに人気のプランでした。9月には「5周年記念プラン」

を販売しオリジナルギフトを進呈。グルメプランではお造り頭付の素材重視舟盛りがメインの「金の舟盛りプラ

ン」、お造り量重視の「銀の舟盛プラン」を販売。海の幸（あわび・ホタテ・ハマグリの陶板焼きがメインの「海

の幸三昧プラン」。又、カップル向けには「シャンパン、ケーキ、個室食事付プラン」の他、慶事プラン（還暦、

古希、喜寿、傘寿、米寿など）には記念写真を贈呈しており、同窓会・企業研修・法事プランなどターゲットの

幅を広くして集客に努めております。 

売店商品の充

実・見直し・新

商品販売 

昨年に引き続き、春・夏・秋野菜の販売をはじめ、地元特産の「金福すいか」「越のルビー」「らっきょ」「メ

ロン」の他、「はっさく」「いよかん」「せとか」など季節感のある商品を販売。変わり/湯フルーツ湯の時は

お風呂に浮かべた果物を販売して反響をいただいております。 

営業活動 

宿泊営業は、臨海テクノポートや市内企業・県庁・市役所に出向き、営業活動をしております。日帰り宴会は、

近隣公民館、各種団体（老人会・青壮年会・小学校・体育関係機関など）などに足を運び営業に努めております。

更に鷹巣地区内のお悔み時に出向き、法事等のご利用にも力を注いでおります。また社会福祉協議会にディホー

ムのチラシを配布していただけるよう出向いています。入浴客については、キャンプ場、地元釣り具屋、釣り船

センター、船頭組合などを廻り、「源泉 100％かけ流し温泉」を売りに利用の促進に努めております。 

 

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る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 指定管理者のコメント 

指定管理者として運営する最終年度となりました。設置目的を念頭に置きながら、「源泉」・「景観」・「食

材」の資源を県内外に広くアピールし、一方では、福井市おもてなし観光推進課と良好な関係を築きな

がら、鷹巣観光協会、越前海岸盛り上げ隊への加入など、地域活性化のために、地域共同体となって活

動した 5 年 4 ヵ月でした。最終年度においては、全国的に広まった新型コロナウイルス感染拡大の影

響により、多くのキャンセルが発生したことで宿泊数、日帰り数ともに、前年度を下回る成績で終える

こととなってしまいました。ただ、全体的には大きな問題もなく、黒字経営を持続できたことで、まだ

まだ課題もありますが、概ね目標・目的が達成できた 5 年間だったと思います。 
この 4 月から、鷹巣荘の民間譲渡により、新たな経営スタイルが始まります。譲渡条件を遵守し、「安

全・安心に利用できる施設」をモットーに、この 5 年間で得た様々な経験や多くのノウハウ(リピータ

ー)を生かし、集客にあたっていきます。 
さらに施設設備やとりまく環境を整えながら経営にあたっていきます。コロナウイルスの影響が大きく

残る中での、民間経営のスタートですが、民営化することでのメリットとデメリットをしっかり見極め、

引き続き「顧客満足度の向上」と「職員の生産性の向上」をスローガンとして、お客様と福井市様の期

待に応えられるよう近い将来に悲願である宿泊者 10,000 名を達成できるよう、従業員が一丸となり、

これまで以上に、全力で取り組んで参ります。 

 
10 所管所属の所見 

 
指定管理期間の最終年度であったが、引き続き高い稼働率を維持しており要求基準を達成した。 
また、平成 17 年度途中から指定管理者制度を導入し、25 年から 26 年度にかけての耐震改修工事を

挟み、およそ 13 年間に渡り越前海岸の観光振興、地域振興の機能を担い安心安全、安定的に管理運営

してきたことは高く評価できる。 
令和 2 年 4 月より民営化となったが、今後も地域との連携、施設の魅力向上と情報発信を強化し、

事業計画に掲げる宿泊利用 10,000 人の目標達成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 

６月２６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２６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 
６月２６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２６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２６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２６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 ４ 

・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 ３ 

・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 

３ ３ 

・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 ５ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ９４ ９３   

 割合（合計／100 点満点） 0.94 0.93   

 

 


