
令和元年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 令和２年５月１４日

部 環境部 課 日乃出クリーンセンター

施設名・所在地 函館市日乃出いこいの家（函館市日乃出町２４番４号）

設置条例 函館市日乃出いこいの家条例

指定管理者名 函館市日乃出町会 指定期間 平成３０年４月１日～令和３年３月３１日

指定管理者の特別 日乃出清掃工場の建設にあたり，函館市日乃出町会をはじめとする周辺

な要件 町会から建設反対運動が起こったため，建設条件の一つとして当該施設の

設置とその管理を函館市日乃出町会に委託することで合意を得た経緯があ 選定 公 募

る。 区分

また，受益者（利用者）の大半が日乃出町民であることや一部地域会館 非公募

に類似した施設特性などから，特例措置として函館市日乃出町会を選定し

ている。

設置目的 日乃出清掃工場の予熱を利用し，市民の健康保持および保健衛生の向上を図るとともに，い

こいの家が市民の憩いの場となることを目的とする。

設置年月 昭和５１年２月１日 建設費 ５７，２１０，０００円

構造規模等 構 造：木造モルタル平屋建

耐用年数 建築面積：３７０．７３㎡

床 面 積：３４７．８０㎡

耐用年数：１１年

開館時間 開館時間：１５：００～２１：００

休館日等 休館日等：金曜日，年末年始

料金体系 使 用 料：大人 ４５０円 ※令和元年１２月２４日～使用料改定

中人 １４０円 大人 ４４０円→４５０円

小人 ７０円 使用回数券（１１回券）：４，４００円→４，５００円

使用回数券（１１回券）：４，５００円

※利用料金制の採用 □有 ・ ■無

１ 指定管理者が行う業務の内容および実施状況

（1）管理業務

・使用者に関すること（使用者の案内および受付など）

・施設の運転に関すること（施設の運転・異常の監視・浴槽水の温度管理など）

・施設の保守管理に関すること（日常点検および軽微な修繕・消耗品の補充および調達など）

・使用料の収納に関すること（使用券の交付・使用料の収納・現金出納書類の作成など）

（2）委託事業

・日乃出いこいの家使用料収納事務委託

（3）自主事業

・町会回覧板に，いこいの家の入浴キャンペーンを掲出

２ 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績

・冷水およびマッサージチェアーの無料サービス

・隣接する日乃出町会駐車場の開放



３ 市民ニーズの把握の実施状況

平成１７年度から，施設内にアンケート箱を設置し利用者アンケートを実施しており，日乃出いこいの家管理運

営委員会において，利用客のニーズを把握し，利用者サービスの向上に努めている。

４ 施設の利用状況（利用者数，稼働率など）

・令和元年度の月別利用者数 （単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

利用者数 940 995 997 1,034 1,001 968 936 886 950 827 936 1,075 11,545

・年度別利用者数等

← 指 定 期 間 →

（単位：人，円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

利用者数 14,462 13,739 12,735 12,282 11,545

使用料収入 4,953,610 4,760,330 4,374,450 4,255,470 3｡990,630

５ 指定管理者の収支状況 ← 指 定 期 間 →

（単位：円）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

収入 委託料 9,740,000 9,740,000 9,390,000 9,390,000

繰越金，利息等 279,463 299,942 427,028 335,280

計 10,019,463 10,039,942 9,817,028 9,725,280

支出 人件費 8,755,767 8,636,943 8,858,297 8,908,638

消耗品費 676,718 689,446 336,853 215,899

福利厚生費 22,995 22,880 22,856 24,482

委託費（水質試験など） 50,064 49,764 49,764 49,764

ＮＨＫ受信料 13,990 13,990 13,990 13,990

管理運営委員会経費 200,000 200,000 200,000 200,000

租税公課 0 0 0 0

繰越金 299,929 426,919 335,268 312,507

計 10,019,463 10,039,942 9,817,028 9,725,280

当該施設の利用者一人当 362 421 418 467

たり税金投入コスト



６ モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

実地調査の実施 有 ・ 無

（１）モニタリングの実施状況：協定書や業務処理要領に基づく業務は適切に行われており，令和元年度に

おいてもクレームもなく，古い施設ながら清潔が保たれており，清掃状況

は非常に良好である。

また，事故件数が１件であったが適切な対応がとられており利用者に安全

な浴場を提供している。

（２）改善指示等の実施状況：特になし。

７ 指定管理者に対する評価

① 指定管理者の自己評価

区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応

業務の履行 □Ａ 利用される方は高齢者が多く快適に 今後も利用者とコミュニケーションをと

状況 ■Ｂ 入浴していただくために，声かけを大 り，体調面を観察し事故防止に努める。

□Ｃ 切にして，無理のない入浴をお願いし

□Ｄ ている。事故防止につながると思う。

サービスの □Ａ 当然のことながら清掃・清潔に留意 今後も利用者が快適に利用できるように

質の状況 ■Ｂ し，従業員一同，笑顔で接客につとめ， 接客に努める。

□Ｃ 一人でも多くの方に利用していただく

□Ｄ よう努めている。

団体の経営 ■Ａ 適正な経営に取り組んだ。 今後も適正な経営に努める。

状況 □Ｂ

□Ｃ

② 市の指定管理者に対する実績評価

区分 評価 評価の内容 課題と今後の対応

業務の履行 □Ａ 協定書等を遵守した施設運営を行い， 今後もより多くの利用者に憩いの場を提

状況 ■Ｂ 施設の利便性・快適性・安全性は良好 供し，丁寧な対応を心がけていただきたい。

□Ｃ な状態であり，市に対しての報告も確 また，効率的な運営を行い，管理運営費

□Ｄ 実に行っている。 の節減に努めること。

サービスの □Ａ 施設内の清掃が行き届いているとと 今後も利用者の意見等を常に認識し，業

質の状況 ■Ｂ もに，町会館駐車場の開放，高齢者の 務の改善に努めていただきたい。

□Ｃ 安全確認等の良好なサービスが提供さ また，利用促進を念頭においたサービス

□Ｄ れている。 の向上に努めていただきたい。

団体の経営 ■Ａ 事業収支，経営状況に問題はない。 今後も適正な経営に努めていただきた

状況 □Ｂ い。

□Ｃ

◎「業務の履行状況」「サービスの質の状況」
Ａ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準以上がなされている。

Ｂ 協定書を遵守し，事業計画書及び仕様書の水準どおり行われている。

Ｃ 協定書の遵守しているが，事業計画書及び仕様書の水準をやや満たしておらず，課題がある。

Ｄ 協定書や事業計画書に不履行がある。または，業務水準を満たしていない。

◎「団体の経営状況」
A 事業収支，経営状況に問題はない。

B 事業収支，経営状況の今後に注意を要する。

C 事業収支，経営状況に早急な改善を要する。


