
全期モニタリング結果報告書 

伊自良館 
所 在 地 福井市中手町２９号３番地 

所管課等 財政部 施設活用推進室 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 一般社団法人 伊自良の里振興協会 代表者 山本 繁幸 

所在地 福井市南野津又町第１９号４６番地 

 

２ 指定管理期間 

平成２９年４月１日～令和４年３月３１日（第３期目） 

 

３ 施設の利用等の状況 

  
(H19 年度) 
導入前年度 

1 期目平均 

（H20～23） 

２期目平均 

（H24～27） 

３期目 

（Ｈ28 年度） 

３期目 

（Ｈ29 年度） 

３期目 

（Ｈ30 年度） 

利用者数(人) 28,384 29,542 24,754 25,799 24,197 23,385 

前年度比(人)   1,158 ▲ 4,788 1,045 ▲ 1,602 ▲ 812 

前年度比(%)   4.1 ▲ 16.2 4.2 ▲ 6.2 ▲ 3.4 

利用料金(千円) 7,554 7,370 5,047 5,180 4,880 4,845 

前年度比(千円)   ▲ 184 ▲ 2,323 133 ▲ 300 ▲ 35 

前年度比(±%)   ▲ 2.4 ▲ 31.5 2.6 ▲ 5.8 ▲ 0.7 

 

 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
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 

指定管

理料 
13,000 10,000 10,500 10,000 10,000 9,500 9,771 9,771 

 
H28 年度 

導入９年目 

H29 年度 

導入１０年目 
H30 年度 

導入１１年目 

指定管

理料 
9,771 11,124 11,124 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

年間利用者数が３０，０００人を下回らな

いこと 

平成３０年度の利用者数は２３，３８５人で

あり、２年連続で要求基準には満たなかったが、

県外利用客を含め、新規利用者は増加傾向にあ

る。利用者の減少は、昨年度下半期に起きた県

道武生美山線の土砂崩れによる通行止めや記録

的な猛暑が影響したものと推測される。また、

リピーターの高齢化により、利用頻度が減少し、

利用者数が伸び悩んだ。 



 
 

自主イベントを年４回以上開催すること  土日祝日の手打ち維持らそばや釜飯の販売

や、県内外の大学生、地元団体との連携イベン

トの実施により、伊自良館のＰＲや地元活性化

に寄与することができている。 

 

６ 利用者から寄せられた苦情・意見等及びその対応状況 
アンケート、窓口において特に苦情はなし。 

 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 
広報誌等により、温泉効能等広くＰＲす

る 
イベントなど臨時の行事開催時には新聞社に投げ込みを

行うなど積極的に広報を行っている。また、温泉専門の情報

誌などに掲載するなどＰＲに努めている。 

ホームページを活用し、情報発信に努め

る 
ホームページを更新し、地域の食や歴史、観光情報と併せて、

当施設に関する情報発信に努めている。 

周辺施設及び各種団体との連携による

利用拡大を図る 
県内外の大学と連携し、地元の活性化及び伊自良館を周知し

てもらうためにイベントを開催している。 

 

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 

仕様書に基づいた点検を実施できていない項目が一部見られた。 
（点検報告書を確認） 
〔電気工作物保守点検、消防設備保守点検、温水ボイラー保守点検、

源泉メンテナンス、自動ドア保守点検、浄化槽保守点検等〕    
〔未実施：ばい煙調査〕 

清掃業務 

仕様書に基づいた清掃を実施（点検報告書を確認） 
〔温泉タンク清掃、浄化槽清掃〕 
 通常清掃（毎日）及び定期清掃（毎週木曜日：定休日に風呂、ガラ

ス等を清掃）が実施されているのを各報告書及び口答にて確認した。 

保安警備業務 閉館時における施錠及び機械警備が適正に実施されているのを口答

にて確認した。 

備品管理 損傷、経年劣化した備品から計画的に修繕・入替していることを口

頭にて確認した。 

小規模修繕 施設の大規模な修繕を除き、基本協定書に基づき年間 118 万円の範

囲内で実施。 
 
９ 指定管理者のコメント 

施設の設備、備品は経年劣化しているものから順次計画的に修繕等を実施しました。 
大学生との連携したイベントの効果もあり、昨年同様県外の新規利用者も増加傾向でしたが、県道武

生美山線の土砂崩れによる通行止めの風雨被害や記録的な猛暑やリピーターの高齢化による利用頻度

の低下が影響するなど、全期としての利用状況は昨年度以下という結果に終わりました。次年度につい

ては、風評被害による利用者減を食い止めるとともに、目標達成のため、今後もより多くの市民の皆様

に利用いただける施設を目指して参ります。 
 

10 所管所属の所見 
平成３０年度全期を終えて、維持管理面においては、日常点検など、例年通り適正に実施されていた

が、一部項目において仕様書に定められた点検が行われていなかったため、適正な指導等を行うなど、

所管課として対応したい。また、設備関係の経年劣化している部分に関しても、指定管理者と協議連携

し対応したい。自主事業については、要求水準である 4 回以上実施し、その中には大学生と連携した

イベントもあり、新規利用者獲得への PR 効果は大きかったと考える。昨年度下半期の土砂崩れや記録

的な猛暑による利用者の減少はやむを得ないものとして、所属で開設する SNS を活用しながら、今後

更なる新規利用者やリピーターの増加に努めたい。 
ただし、年間を通して、報告書の提出が遅れることが多かったため、連絡を密に取りながら適宜指導

をしていきたい。 



 
 
  



 
 
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 ３ 

・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２７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２７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２７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２７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２７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 ４ 

・関係書類の確認等   ６月２７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 

４ ３ 

・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 
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 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 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 
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 ４ 

・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 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 ３ 

・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 
４ ４ 

・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 ４ 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ９２ ８２   

 割合（合計／100 点満点） ９２％ ８２％   

 


