
平成２５年度指定管理者業務実績シート 

 

作成年月日 平成２６年６月２５日 

部 農林水産部 課 農務課 

 

施設名・所在地 函館市亀尾ふれあいの里 

函館市米原町 126 番地 3 ほか 

設置条例 函館市亀尾ふれあいの里条例 

指定管理者名 特定非営利法人亀尾年輪の会 指定期間 平成２３年４月１日～ 

平成２８年３月３１日 

指定管理者の特

別な要件 

 

設置目的 市民に園芸作物の栽培と収穫等を通じて農業に親しむ場を提供し，もって農村地域

の活性化と健康的でゆとりのある市民生活の実現に資するため 

設置年月 供用開始 平成２０年４月 建設費 68,962,950 円 

構造規模等 

耐用年数 

３１，３９８㎡ 

市民農園８０区画（１区画 25 ㎡），体験農園５圃場（1,260 ㎡×4，250 ㎡×1），

体験水田４面，（900 ㎡×4），果樹園１圃場（2,662 ㎡），多目的広場（2,000 ㎡），

ビオトープ（250 ㎡），駐車場（162 台分），管理棟１棟，貸出農機具倉庫１棟，

便所１箇所，水道設備１箇所，四阿 1 箇所，ベンチ１０箇所 

 

開館時間 

休館日等 

供用期間 ４月２０日から１１月１０日 日の出から日没まで（市民農園を除く施

設は午前９時から午後５時） 

供用期間内の休園日はなし 

料金体系 

 

利用料金制度を採用 

市民農園 ５，０００円（１年度１区画につき）  

体験農園 一連 大人 ４００円 

        小人 ２００円 

        ※市の区域内に居住する小人または 

         市の区域内の学校に在学する小中学生は無料 

     収穫 大人 ６００円 

        小人 ３００円 

果樹園     大人 ４００円 

        小人 ２００円 

 

 



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 

 ・ふれあいの里の施設の使用の許可および制限に関すること。 

 ・ふれあいの里の維持管理に関すること。 

 ・栽培指導に関すること。 

 ・その他市長が定める業務 

  

(2)自主事業 

 ・資材販売（栽培資材等） 

 ・自動販売機の設置 

  

 

 

  

 

２ 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 

 ・体験農園の団体利用誘致を積極的に行い，幼稚園や学童保育所等によるレクリエーションでの利用

向上が図られており，各種団体のニーズに応えるべく経費を節減しながら各団体の希望日における

体験会の実施等が行われ，利用者サービスの向上と施設利用促進に努めている。 

  

 ・利用者サービスの向上を図るため，園路縁や間隙スペースを有効利用し，景観配慮型の花卉類を植

栽し，施設環境美化に努める取組が継続的になされており，利用者から高評価を得ている。 

３ 市民ニーズの把握の実施状況 

 アンケートの実施 

 ・市民農園利用者／年内の利用を終了した方に順次実施／回収４６件 

 ・一連体験参加者／１作物につき１回，全員に配布／回収２４７件 

 ・収穫体験参加者／１作物につき１回，全員に回答依頼／回収２５件 

  

 



４ 施設の利用状況（利用者数，稼働率など） 

 ・平成２５年度の利用者数 

  市 民 農 園 利用区画数  ７８区画 

         延べ利用者数 ３，８８９人 

  体 験 農 園 延べ利用者数 ２，７９６人 

  （そば打ち体験会参加者２８人含む） 

  収 穫 体 験 延べ利用者数   ５８４人 

  果  樹 園 延べ利用者数   １１５人 

計  ７，３８４人 

 その他の参加者 

  亀尾ふれあいの里感謝祭 2013      ２５５人 

   

 

 ・平成２４年度の利用者数 

  市 民 農 園 利用区画数  ６７区画 

         延べ利用者数 ４，１１１人 

  体 験 農 園 延べ利用者数 ３，６０８人 

  （そば打ち体験会参加者５１人含む） 

  収 穫 体 験 延べ利用者数   ３７６人 

  果  樹 園 延べ利用者数   ５１６人 

計  ８，６１１人 

 その他の参加者 

  亀尾ふれあいの里サマーカーニバル 2012      ８７０人 

  農業体験学習促進事業       ３８人 

５ 指定管理者の収支状況 

  （単位：円） 

 平成２５年度 平成２４年度 

収 
 

入 

委託料 ４，７２５，０００ ４，７２５，０００ 

利用料金収入 ９２７，２２０ ９２９，９３０ 

その他の収入 ５６，３３８ １４，７２０ 

自己資金 ０ ２０，０００ 

借入金 ４００，０００ ２４０，０００ 

前期繰越金 ２１，７９０ ５４，２２３ 

自主事業収入 ６７，７３４ １１０，５３３ 

計 ６，１９８，０８２ ６，０９４，４０６ 

支 
 

出 

人件費 ２，７６４，５６０ ２，９６２，９５０ 

施設管理費 １，0５２，９７１ ９09，305 

事業費 １，５３４，７７７ １，８４８，４４６ 

返納金 ４００，０００ ２４０，０００ 

自主事業 ４９，１５５ ９２，８６６ 

 計 ５，８０１，４６３ ６，０５３，５６７ 
 

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 

  ・経費の収入支出に係る計画的な執行管理を行うよう指導した。 

  ・継続的かつ安定的な運営が図られるよう自主事業の収益向上を図る取組みを行うよう指導した。 

 

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

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

事業計画書に基づく事業を適切に遂

行されている。 

施設の利用者数が昨年度に比べて減

少したことから，利用者へもっと施設

の魅力を伝えリピーターを増やした

い。また，一部の自主事業について，

内容の改善に努める。 

サービスの

質の状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

利用者の声が反映される管理が行わ

れている。 

施設魅力度（顧客満足度）の向上を図

るため，より一層のサービスに努め，

施設の利用者数の増加につなげたい。  

団体の経営

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

経営状況に注意を要する。 会員の高齢化が進んでおり会員の減

少も見受けられるため，若い世代の加

入を講じる。 

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

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

利用料金の徴収，収納管理及び減免等

は適切に行われている。 

自主事業に未実施の事業があるため，

改善するよう指導する。 

サービスの

質の状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

□Ｄ 

利用者の声が反映される管理が行わ

れている。 

利用者数が減少しているため，体験メ

ニューを見直すなど，利用者のニーズ

にあった施設運営を考慮する必要が

ある。 

団体の経営

状況 

□Ａ 

■Ｂ 

□Ｃ 

指定管理業務における事業収支は適

切に行われている。 

高齢化による会員の減少もあるが，施

設運営に支障をきたさないよう指導

していく。 

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。 

（事業収支，経営状況に問題はない） 

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。 

（事業収支，経営状況の今後に注意を要する） 

Ｃ 協定書を遵守しているが，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。 

（事業収支，経営状況に早急な改善を要する） 

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。 

 


