
全期モニタリング結果報告書 

福井市にぎわい交流施設 
所 在 地 福井市中央１丁目２－１ 

所管課等 都市整備課 

 

１ 指定管理者の概要 

名 称 まちづくり福井株式会社 代表者 岩崎 正夫 

所在地 福井市中央１丁目４－１３ 響のホール６階 

 

 

２ 指定管理期間 

平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

 

３ 施設の利用等の状況 
(H-年度)

導入前年度
H28年度
導入１年目

H29年度
導入２年目

H　年度
導入３年目

利用者数
(人)

- 281,329 292,202 276,823

前年度比
(人)

- 10,873 ▲ 15,379

前年度比
(%)

- 3.9 ▲ 5.3

利用料金
(千円)

- 26,875 29,203 30,375

前年度比
(千円)

- 2,328 1,172

前年度比
(%)

- 8.7 4.0

 
 

４ 納付金・指定管理料の状況 

 
H28 年度 
導入１年目 

H29 年度 
導入２年目 

H30 年度 
導入３年目 

指定管理料（千円） 72,526 71,056 71,080 

納付金 - － － 

 

 

５ 要求基準と達成状況（進捗状況） 
要求基準 達成状況 

年間稼働率 

・屋根付き広場 83％以上 

・多目的ホール 64％以上 

 

・屋根付き広場 85％ 

・多目的ホール 66％ 

指定事業の実施回数 

・施設ごとに年 12回以上実施 

 

・屋根付き広場 12 回 

・多目的ホール 12 回 

にぎわいの創出 

・土、日、休日に、イベント等が実施され

ている状況を維持 

土、日、休日のみの稼働率 

・屋根付き広場 95％ 

・多目的ホール 93％ 

 

 



 
 

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：ハピリンホールの照明を明るくしてほしい。 

 対応：他の利用者からも同様の意見が出ているため、今後対応を検討する。 
 
（備品の使用料金に関すること） 
内容：ハピテラスで使用する簡易ステージの使用料金が高い。 
対応：使用料金を減額する方向で検討する。 

 
  （利用の手続きに関すること） 
   内容：ホームページから利用申請書をダウンロードしようとした際、掲載されているページがなかな 
      か見つからなかった。 
   対応：利用申請書を簡単にダウンロードできるようホームページを修正した。 
       
 
７ 利用促進等に向けた取組みの実施状況 

計  画 実施状況 

備品の整備 

＜ハピテラス＞ 
・憩い、安らぎ、待ち合い等の機能をさらに強化するため、

既存の木製ベンチに加え、新たに１基整備するとともに、

ベンチ上段に観賞用樹木を設置した。 
・イベント利用者からの要望に基づき、40 ㎝高の簡易ステ

ージセット及びテント内照明（LED ライト）を整備した。 
＜ハピリンホール＞ 
・ホール利用者の満足度を高めるため、音響等の関係備品を 
 整備した。 
・音楽コンサートを行う際、照明の演出効果を高めるため、

ステージ敷設用の黒色パンチカーペットを整備した。 

施設の利用促進及びイベントＰＲ 

・イベント案内等の情報発信を強化するため、ウェルカムセ

ンターの南側にポスター掲示板 2基を新たに整備した。 

・すまいるスケート「ハピリンク」（12 月～2 月実施）に合

わせて、大型ビジョン隣に設置しているカメラ映像をまち

づくり福井のＨＰトップページでライブ配信し、イベント

告知及びＰＲを行った。 

・ハピテラス及びハピリンホールの利用をさらに促進するた

め、過去 3年間のイベントの様子を掲載した利用例を作成

し、窓口で活用するとともに、県内主要企業や商工農業関

係団体、関係市町に送付した。 

・県内マスコミ各社を訪問し、ハピテラス、ハピリンホール

の魅力、特徴を改めてＰＲし、情報収集するとともに、毎

年恒例の大型イベント利用者にも訪問し、次年度以降の継

続利用をお願いした。 

環境の整備 

＜ハピテラス＞ 

・ハピテラスの監視機能を強化するため、イベント用固定カ

メラの映像を録画するとともに、事務所のパソコンでも随

時閲覧できるよう整備した。 

・ハピテラスの床面を常にきれいな状態で保つため、昨年度

よりもグレードの高い床面コーティングを行ったことで、

汚れが付いても簡単に落とせるようになった。 

アンケートの実施 

・施設の利用後、利用料金についてアンケートを実施した結

果、施設及び備品ともに、「普通」「安い」という意見が約

8割であった。特に、ハピリンホールは周辺ホールやホテ

ルと比べて安いという意見があった。 

 



 
 

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 
空調設備、電気設備、消防設備等の保守点検業務を委託により実施。（点

検報告書、聞き取りにて確認） 

清掃業務 
直営及び委託により、日常清掃及び定期清掃を実施。 
（日報及び事業報告書、聞き取りにて確認） 

保安警備業務 
警備会社に委託し、機械警備を実施。職員による閉館業務を実施。（日

報及び事業報告書、聞き取りにて確認） 

備品管理 
備品台帳を整備し、損傷、経年劣化等の状態確認を随時実施。 
（備品台帳、事業報告書、聞き取りにて確認） 

小規模修繕 
基本協定書に基づき、年間 100 万円の範囲内で実施。 
（事業報告書、聞き取りにて確認） 

 
 
９ 指定管理者のコメント 

ハピリンホールの新たな利用方法として、能舞台を使って各種ショーや企業の総会もできることが実

証された。周辺の響のホール、アオッサ県民ホール、国際交流会館などの競合する施設との最大の違い、

差別化できるのは能舞台である。能舞台を使わない一般的な利用方法である 200 人規模の小規模の大

会、展示会には最適の施設であることに加えて、能舞台の様々な利用方法について今後もＰＲし、稼働

率の上昇を目指したい。また、福井の伝統芸能をたくさんの県民、市民に知ってもらうための企画や各

種団体の公演のＰＲにも努めていきたい。 
ハピテラスで単にイベントを開催しても、そこにだけお客さんが集中し、商店街への波及効果は薄い

と言われる。それを解消するには、イベントに来たついでに商店街で物を買ってもらえるよう「イベン

トの魅力」と「店舗の魅力」のどちらも高めていかなければならない。今後も、ハピリンから西武まで

をうまく繋げる連携イベントを数多く行うことや、クーポン等で各店舗に繋げる取り組みを進めること

に加えて、来街者共通の願いでもある駐車場共通割引サービスなどの利便性向上に向けた検討も行って

いきたい。 
 
 
10 所管所属の所見 

屋根付き広場及び多目的ホールの年間稼働率は、いずれも要求水準を満たしている。特に、土、日、

休日の稼働率は、屋根付き広場 95％、多目的ホール 93％と非常に高い稼働率を達成しており、恒常的

なにぎわいの創出につながっている。また、ハピテラス単体でのイベント開催だけでなく、商店街への

回遊性を高める仕掛けやまちフェスなどのイベントとも連携している。今後も中心市街地へのにぎわい

波及につながる取組を積極的に展開してほしい。 
施設の利用促進に向けた取組として、過去の利用例をまとめたパンフレットの送付や訪問営業による

施設のＰＲなどは効果的であり、新規利用者の掘り起こしやリピーターの確保につながっている。 
施設及び設備の維持管理については、保守点検や清掃、警備業務等、すべて適正に実施されており、

良好な施設環境が維持されている。特に、施設や設備に対する利用者からの意見やアンケート結果を真

摯に受け止め、改善できる範囲については迅速に対応している点について評価できる。 
今後も利用者の視点に立った丁寧なサービスを提供するとともに、施設の立地条件や多目的な利用形

態などの強みを活かした魅力的なイベントの開催、様々な広報媒体の活用により、中心市街地のにぎわ

い創出やふくいの魅力的な情報発信に取り組んでほしい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 20 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 20 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 20 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 20 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 20 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 20 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 

 

4 4 

・関係書類の確認等 様々な媒体の活用やパンフ

レットの作成、配布など積極

的にＰＲ活動を行っている。 

他施設や地域との連携 

・商店街等と連携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 

商店街や近隣商業施設な

どと連携したイベントを開催

している。 

（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 定期的にアンケートを実施

し、利用者からの意見を施

設運営に反映している。 

自主事業の実施状況 

・自主事業の積極的な実施 

 

5 5 

・事業報告書の確認等 魅力的なイベントを企画し、

月 1 回程度実施している。 

（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 要求基準はすべて満たして

おり、特に土、日、休日は高

い稼働率を達成している。 

（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 
3 3 

・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 

広場及びホールの運営に

必要なディレクター及び技

術スタッフを適切に配置して

いる。 

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 

タイムカード及び業務日報

等の管理により、適正な労

働環境が保たれている。 

職員の資質向上の取組み 

・定期的な研修の実施 
4 3 

・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 

4 4 

・関係書類の確認等 

・マニュアルの確認等 

マニュアルの作成や職場内

での周知により、適正に個

人情報を管理している。 

（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 

・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 

日常点検や警備、イベント

設営時の確認、利用者への

周知などにより、安全・衛生

管理を実施している。 

（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 

防災マップの作成や職場内

での周知徹底により、緊急

時の体制を整備している。 

（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 

適正な経理処理が行われ

ている。 

（イ）経費縮減の取組

状況 

・光熱水費の削減 
4 3 

・関係書類の確認等 

・職員へのヒアリング等 

 

 合計 94 92   

 割合（合計／100 点満点） 0.94 0.92   

 


