
地域交流プラザ 
所 在 地 福井市手寄１丁目４番１号 

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 株式会社日本管財サービス 北陸営業所 代表者 
所長 

村田直也 

所在地 福井市手寄１－４－１ アオッサモール２階 

 

２ 指定管理期間 

平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日（第３期） 

 

３ 施設の利用等の状況 

(H18年度)
導入前年度

H19年度
導入１年目

H20年度
導入２年目

H21年度
導入３年目

H22年度
導入４年目

H23年度
導入５年目

H24年度
導入６年目

H2５年度
導入７年目

H2６年度
導入８年目

H2７年度
導入９年目

H28年度
導入１０年目

利用者数
(人)

196,502 212,332 227,375 228,845 221,971 234,854 234,251 236,153 234,173 257,870

前年度比
(人)

15,830 15,043 1,470 ▲ 6,874 6,009 ▲ 603 1,902 ▲ 1,980 23,697

前年度比
(%)

8.1 7.1 0.6 ▲ 3.0 2.6 ▲ 0.3 0.8 ▲ 0.8 10.0

利用料金
(千円)

21,409 29,384 34,881 38,509 38,352 38,524 38,515 38,745 39,184 39,481

前年度比
(千円)

21,409 7,975 5,497 3,628 ▲ 157 15 ▲ 9 230 439 297

前年度比
(±%)

0.0 37.3 18.7 10.4 ▲ 0.4 0.0 ▲ 0.0 0.6 1.1 0.8

５階会議室ほ
か 27.6 30.2 35.9 42.1 45.4 52.8 50.4 50.8 50.4 47.2

６階会議室ほ
か 39.3 44.8 50.6 52.9 55.1 55.0 55.0 55.0 54.7 54.5

レクルーム
稼働率※(%) 51.1 57.9 65.4 54.5 56.1 55.3 52.7 53.5 50.8 50.9

第1期 第2期 第3期

 

 

 

 

４ 納付金・指定管理料の状況                      （単位：千円） 

 
H19 年度 

導入１年目 

H20 年度 

導入２年目 

H21 年度 

導入３年目 

H22 年度 

導入４年目 

H23 年度 

導入５年目 

H24 年度 

導入６年目 

H25 年度 

導入７年目 

H26 年度 

導入８年目 

指定管

理料 
27,882 26,986 26,986 30,300 30,300 30,300 30,300 31,165 

 
H27 年度 

導入９年目 

H28 年度 

導入１０年目 

指定管

理料 
24,600 24,600 

 

 

 



５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

施設稼働率 ５１．７％ 施設稼働率 ５３．０％ 

施設利用承認申請書受付の際には、平等な

利用を確保すること。 

 

申し込みは、先着順を基本とし公平性を確保し

ている。また、抽選会においては利用者が必ず

立会うことで、決定方法の透明性を確保してい

る。 

施設および設備、備品の機能と環境を良好

に維持し、サービス提供が常に円滑に行わ

れるようにすること。 

 

日常の点検に於いて不具合部分を抽出し、本市

と協議の上適時修繕を行っている。（研修室備

品、ブラインド等）修繕を行う際は、市に対し

て現状報告及び見積書を提出して、市の確認を

得ている。 

また、管球交換等を実施して、施設の維持を図

っている。 

市入居施設との十分な連絡調整に努める。 

他施設（県、商業施設等）とも協調を図る。 

地域交流プラザに入居する団体やアオッサの他

施設と定期的に会議を行うことで、連絡調整を

図っている。ハピリンで開催されている会議に

も積極的に参加し、駅前全体での連携も図って

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 
（施設・設備に関すること） 
内容：ハピリンにゴミ箱はあるのに、アオッサにはないのか。 
対応：アオッサ１階は原則飲食禁止のため、各自でお持ち帰りしてもらうようお願いしている。 
 

７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 
計  画 実施状況 

広報の充実 

ハピリン開館に伴い、双方でリーフレットやイベン

トチラシを設置し、連携した広報体制を構築してい

る。また、ホームページやフェイスブックを活用し

た積極的な広報に努めている。 

利用者への支援 
アオッサ１階のインフォメーションにて、案内機能

の充実や利用者の意見・苦情等の集約を図っている。 

自主事業の実施 

アオッサ寿大学や「習い事フェスタ」といった大規

模な共催イベントを交流プラザに入居している市施

設と実施している。 

 

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 
複合ビルとして一括的に保守管理すべきものは総合管理会社が

実施していることを現地にて確認した。 

清掃業務 日常清掃、定期清掃、特別清掃等は、総合管理会社が実施。 

倉庫については指定管理者が管理していることを現地にて確認。 

保安警備業務 
機械警備は総合管理会社が実施。 

ハピリンと連携して、警察に定期巡回を依頼。適宜、警察が巡回

していることを口頭にて確認。 

備品管理 備品の管理台帳を更新し、館長を中心に適正に管理していること

を、現地及び報告書にて確認した。 

小規模修繕 協定に基づき年間６０万円の範囲内で適正に実施していること

を報告書にて確認した。 

 
 
 
 



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 

 ６月２８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２８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２８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２８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２８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２８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 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 
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 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 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 
4 4 

・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 5 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 ９８ ９７   

 割合（合計／100 点満点） ９８％ ９７％   

 


