
 

（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書    

指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書    

所管課 教育振興課 

検証対象期間 H26.4.1～H28.8.22 

１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要    

施設概要 

名 称 矢吹町図書館 

該当する番号に○をつけて下さい 

施設類型 目的・機能 

Ⅰ 

事業実施

型 

1 観光施設 

所在地 矢吹町小松 481 番地 

2 スポーツ・レクリ

エーション施設 

3 生活利便施設 

Ⅱ 

施設管理

型 

4 文化施設 

設置目的 

※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。    

図書、記録、その他必要な資料を収集し、整理・

保存し、一般公衆の利用に供し、その教養、調

査研究、レクリエーション等に資する。 

5 社会教育施設 

6 コミュニティ施設 

7 社会福祉施設 

指定管理者 

名 称 特定非営利活動法人ふれっしゅ・すてーじ 

所在地 矢吹町八幡町 236 番地 

指定管理業務の内容 

※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。    

図書の貸し出し業務、児童サービスに関する業務、さわやか詩集の募集・発行及び

表彰、講演会・展示会・講座等、図書館を中心とした小・中学校との連携、資料の

受入・整理、蔵書の点検、図書館の維持管理 

指定期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 3月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 
有（名称：            ） ・ 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績    

 目標（計画） 実績 要因・原因分析 

施設の設置目的の 達

成状況 

図書貸し出し業務を始め

自主事業の中で町民への

利用啓蒙を行う。 

自主事業の積極的な開催

により目的に近づいてい

る。 

主催イベントとサポー

トの協力体制が充実し

ている。（図書館祭り、

ボランティアの活用。） 

利用者の満足度 

利用者のアンケート調査

を実施し、快適な居場所

づくりに努める。 

アンケート調査の回収に

より、利用者全体の要望

や提案を把握した。 

利用者の要望では、施設

面の改善点が多く工夫

はしているものの、対処

しきれていないところ

もある。 

収支状況 

経理の専門職員を雇用

し、経営管理を行う。 

収支経理について、適正

に執行されている。 

適正な処理を行ってい

るが、経理の臨時職員の

勤務時間が費用面から

短時間であり、もう少し

余裕を持った中で経理

事務を行いたいとの要

望がある。 

 

３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証    

検証項目 検証細項目 
指定管理者 

の自己検証 
所管課の検証 

Ⅰ 

運営方針、 

管理能力 

1 平等利用の 

確保 

町立の図書館、町税でまかなわれて

いる図書館であることを自覚した、

管理運営をしている。利用者への対

応や図書購入は公平無私という視点

で業務にあたっている。 

子どもから大人までを対象に事業を

実施している。ボランティアと協力し

て実施するおはなし会などの様々な

事業にも取り組んでいる。図書につい

ては、司書による選定が行われてお

り、平等利用は確保されている。 

2 管理運営体制 常勤職員 5 名（内司書 2 名）館長（非

常勤）と経理職員を配置している。

県、県立図書館主催等の研修・講習

会参加及び内部研修を実施してい

る。イベントなど必要に応じて、理

事及び会員が業務の支援にあたって

いる。 

常勤職員の他、イベント時には理事及

び会員の支援により、臨機応変に対応

している。有資格者（司書）や経理専

門の職員を配置した運営をしている

が、移動図書館等で職員が不在となる

時のシフトに苦慮している。 

3 法令遵守等 年度始め及び必要に応じて理事長を

講師に、全職員及び法人理事も出席

して研修を実施し、その徹底を図っ

ている。社会保険に加入し、職員の

健康診など積極的に行っている。 

 

 

 

 

条例や協定書等に基づき運営されて

いる。社会保険等の加入は、全職員が

加入している。 



 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 明るく平等な接遇を心がけている。

不審者対応、利用者の盗難防止、駐

車場で遊ぶ子どもたちの安全等につ

いて、注意喚起の貼り紙、声掛け、

職員の巡視と連携の強化を図ってい

る。 

利用者アンケートを実施し、要望等を

改善しながら業務に活かしている。苦

情があった場合は、日誌に記載し、職

員で情報の共有化を図っている。ま

た、対応した内容は館内に掲示してい

る。 

 

2 地域貢献 図書館だより等を通して、情報を提

供している。 

各学校、幼稚園、保育園、病院やボ

ランティアサークルと連携し、読書

推進活動を実施している。 

学校や公民館等に図書をまとめて貸

し出しするなど、図書館に来られない

方への対応も充実している。 

3 環境問題への 

取組み 

裏庭の桜の枝や除草など、出来る限

り安全と美化に努めている。業者や

サポーターの力を借りて、花壇の整

備と充実を図っている。 

図書館の入口付近の花壇の手入れや

裏庭の桜の木の枝の剪定、除草などの

整備が行われ、いつ訪ねてもきれいな

状態である。 

4 防災対策及び 

緊急時の対応 

防災計画、緊急連絡網を作成し、職

員への周知を図っている。消防署の

指導のもと、利用者にも参加してい

ただき、年 1 回防災訓練を実施して

いる。 

災害時の緊急連絡網が作成されてお

り、職員への周知が図られている。防

災訓練は毎年、館内来客者にも協力い

ただき、一緒に訓練を行っている。 

5 個人情報保護 

及び情報公開 

ホームページを作成し、情報公開を

行っている。個人情報については「個

人情報取扱特記事項」（協定書別記

２）により対応している。 

個人情報保護については、協定書に基

づき対応されている。ホームページは

毎月更新されており、情報提供に努め

ている。 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1 サービスの 

提供内容 

図書館各種業務の遂行、定期清掃・

定期点検等の維持管理の徹底を図っ

ている。図書館だよりや子育て情報

誌の発行、図書館祭りの実施、職員

の研修の充実を図っている。利用の

ルールに従って公平・平等な図書の

貸し出し業務とレファレンスサービ

スについて適切な業務を行ってい

る。 

貸し出し業務では、蔵書している本を

近隣図書館に問い合わせ、借り受ける

などの利用者ニーズに合わせたサー

ビスの提供を行っている。 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

経理職員を配置し、適正な経理処理

を行っている。町の会計監査に先立

ち内部監査を実施している。利用者

サービスに支障をきたさない範囲で

の節電・節水・消耗品の節約に努め

ている。指定管理料の四半期ごとの

支払いを要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経理専門の職員の配置の他、内部監査

を実施し、適正な経理処理がなされて

いる。収支状況も概ね良好である。指

定管理料の支払いの時期については

要望があり、検討を図りたい。 



 

Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 指定管理者になったことにより、大

人のためのおはなし会や図書館祭

り、学校等のおはなし会、テラブレ

ーション、アンケート実施、書架の

増設などを行っている。他館に優る

とも劣らない事業内容となってい

る。法人理事の連絡協議会での反省

や検討も行っている。時折、図書館

システムに不具合があり、作業に時

間がかかることがある。要望として

は、弾力的かつ柔軟性のある予算編

成の検討と新たな自主事業等への増

額の検討、指定管理料の四半期ごと

の支払い、長期的な展望に立った計

画作成及び実行のため指定管理期間

を３年から５年が望ましいと考え

る。 

 

 

 

多くの事業を展開し、休館日や蔵書点

検日も変更することでさらに利用し

やすい環境づくりに努めている。年１

回利用者へのアンケートを実施し、館

内にも掲示し、反省点を活かす努力が

されている。管理運営体制や法令遵守

についても厳守されている。 

要望として、弾力的かつ柔軟性のある

予算編成の検討と新たな自主事業等

への増額の検討、指定管理料の四半期

ごとの支払い、指定管理期間について 

提案があり、次年度以降の募集要項に

反映できるか検討していきたい。 

二次検証 

施設所管課 導入効果 自主事業の充実化が図られたことが、最大の効果と考える。ホー

ムページの更新、検索システムの導入、効率化の面でも改善が図

られている。 

今後の 

管理形態 

レファレンスサービスの徹底により、利用者のサービスの向上を

目指し、安全安心な管理運営を行い、利用しやすい図書館として

利用啓蒙を図る。 

その他 複合施設への移動について、十分な協議が必要である。 

企画総務課 導入効果  

 

今後の 

管理形態 

 

 

その他 

 

 



 

（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書    

指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書    

所管課 教育振興課 

検証対象期間 平成 26.4.1～H28.8.22 

１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要    

施設概要 

名 称 矢吹町文化センター 

該当する番号に○をつけて下さい 

施設類型 目的・機能 

Ⅰ 

事業実施

型 

1 観光施設 

所在地 矢吹町一本木 100 番地 1 

2 スポーツ・レクリ

エーション施設 

3 生活利便施設 

Ⅱ 

施設管理

型 

4  文化施設 

設置目的 

※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。    

町民の芸術文化に寄与し、地域文化の底上げを

図ることを目的に、施設貸し出し及び自主事業

を展開する。 

5 社会教育施設 

6 コミュニティ施設 

7 社会福祉施設 

指定管理者 

名 称 特定非営利活動法人地域おこし夢クラブ 

所在地 矢吹町大池 243 番地 2 

指定管理業務の内容 

※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。    

施設・設備の維持管理に関する業務、事業展開等に関する事務、施設・設備または

機器の使用許可等に関すること。自主事業に関する業務 

指定期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 3月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 
有（名称：            ） ・ 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績    

 目標（計画） 実績 要因・原因分析 

施設の設置目的の 達

成状況 

文化センターの貸館及び

自主事業（コンサート等）

の開催 

各種の事業補助金を受

け、町民が簡易に安価で

コンサート等芸術文化に

親しめることに努めてい

る。 

国県等の各種補助金の活用し

ながら、自主事業を企画して

いる。 

利用者の満足度 

貸館としての施設使用の

促進及び利用者の使用し

易さを図る。 

定期利用団体及び行政等

の頻度が高い状況にあ

り、週末の予約は一杯で

ある。そのため、予約申

し込みは基準どおり徹底

しており、トラブル等は

ない。 

ホームページにもイベント情

報を掲載し、予約状況を確認

することができている。また、

施設の清掃は、使用後速やか

に行われており、いつもきれ

いな状況にある。 

収支状況 

経理の専門職員を雇用

し、経営管理を行う。 

収支経理について、適正

に執行されている。 

適正に管理されている。 

 

３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証    

検証項目 検証細項目 
指定管理者 

の自己検証 
所管課の検証 

Ⅰ 

運営方針、 

管理能力 

1 平等利用の 

確保 

・町民の芸術文化に寄与する目的で

建設された文化センターを設置条

例、管理運営方針に沿って利用者サ

ービスに徹した管理運営を行った。 

貸館事業、自主事業ともに、町民地

域の利用者にとって平等・公平なサ

ービス提供を行っている。施設の申

込受付は公平性を確保するため先着

順としている。使用許可、使用料減

免について、町と協議済みの基準に

より適正に運用している。 

貸館受付は、条例施行規則改正により大

ホールは 1 年前から、その他施設は 6 ヶ

月前と定められ、現実的な利用者本位の

対応を行っている。 

2 管理運営体制 ・通常 2 人勤務体制、イベント等の

際は 3～4 名体制としている。 

近隣の貸館ホール等においてイベン

ト時の運営、接遇等の研修を行うと

ともに、業務委託管理業者と施設内

研修等を実施し、職員の資質向上に

努めている。 

臨機応変にスタッフが配置されている。

また、有資格者（防火管理者）の配置が

されている。積極的に近隣の施設での研

修を実施している。外部委託については

業務実績やサービス、価格等を考慮し、

委託されており経費節減を図っている。 

3 法令遵守等 ・協定、法令の遵守を最優先として

業務に当たり、必要に応じ、労働局、

労働基準監督署に相談するなどし、

労働法令を遵守している。 

 

協定書、条例の厳守に努めている。 



 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 ・来館者アンケートを行い、職員の

対応は高い評価を受けている。施設

内に「ご意見箱」を設置とメール等

を活用し、苦情、要望を受け付け対

応している。苦情や要望を受けた際

は「報告書」を作成し全職員に供覧、

問題点を共有するとともに再発防止

を図り、トラブルの早期発見に努め、

トラブル発生時には、相手の立場に

立った対応を心掛けている。 

利用者に対し、施設の使用方法等につい

て、丁寧な説明に努めている。 

2 地域貢献 ･地域の文化団体と連携し、県の補助

事業を活用した事業を実施してい

る。 

また、原発被災による避難住民に主

催事業のチケットの無償提供を行っ

ている。 

矢吹町文化協会など 15 団体と連携して県

の補助金を受け、事業展開を図っている。

自主事業の際は、仮設住宅の入居者を招

待している。 

3 環境問題への 

取組み 

業者等による館内環境整備を充実さ

せ、より快適な利用を提供している。

スタッフによる日常内外清掃を実施

している。 

日常的に施設内外の清掃の実施を徹底し

ている。 

4 防災対策及び 

緊急時の対応 

・安全マニュアルの見直しを行った。 

年 2 回の消防訓練を実施した。 

矢吹防災センターによる消防設備の

点検を実施した。 

緊急時の防災マニュアルが作成されてい

る。防火管理者の配置されている。 

5 個人情報保護 

及び情報公開 

ホームページを活用し、情報公開を

行っている。個人情報については「個

人情報取扱特記事項」により対応し

ている。 

個人情報保護については、協定書に基づ

き対応されている。ホームページを作成

し、随時更新している。 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1 サービスの 

提供内容 

サービスレベルの向上を目的に「い

つも笑顔で親切な対応を！」を合言

葉に利用者の立場に立った接遇を心

掛けている。 

子どもの音楽教育支援事業を実施し

た。 

自主事業は、コンサートの度にアンケー

トを実施し、企画立案に反映している。

来場者からの問い合わせも多く期待の高

さがうかがえる。 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

企業会計システムを導入し収支バラ

ンスの適正化を図り適正な経理を行

った。人件費や経常経費の削減に努

め健全な経営状態を維持した。 

補助金を積極的に活用し、定期的に内部

監査を実施することで経費節減及び収支

向上に取り組んでいる。収支状況も概ね

良好である。 

Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 防災対策に徹し、安心安全を確保し

た。利用者に優しい施設運営、接遇

改善を実施した。限られた予算の範

囲内でサービスの向上を図った。要

望として、長期的な計画作成及び実

行のため指定管理期間を 3 年から 5

年が望ましい。また、白河市文化セ

ンターが 10 月にオープンすること

から、矢吹町文化センターと競合が

予測されるため、自主事業、貸館事

業とも連絡調整を図り、円滑な運用

が求められている。弾力的な予算措

置をお願いしたい。 

 

 

 

積極的に自主事業・、補助事業を展開し

ている。また、独自のネットワークを確

立し、プロのオーケストラを招致するな

どして誘客を図っている。要望としては、

指定管理期間を 3 年から 5 年にしたいこ

と。また、白河市文化センターとの競合

から自主運営費の増額が要望されてい

る。 



 

二次検証 

施設所管課 導入効果 自主事業の募集には、ダイレクトメールを発信するなど集客増加に

努めている。自主事業の中では、町民紅白歌合戦など定着した事業

もある。 

今後の 

管理形態 

料金設定の安さ、駐車場の広さ、大ホールの音響設備をさらに PR す

ることで、利用者の増加が期待できる。 

その他 白河市文化センターとの競合をどうアピールしていくかは、休題と

して促している。 

企画総務課 導入効果  

 

今後の 

管理形態 

 

 

その他 

 

 



 

（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書    

指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書    

所管課 教育振興課 

検証対象期間 H26.4.1～H28.8.9 

１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要    

施設概要 

名 称 矢吹町ふるさとの森芸術村 

該当する番号に○をつけて下さい 

施設類型 目的・機能 

Ⅰ 

事業実施

型 

1 観光施設 

所在地 矢吹町大池 243 番地 2 

2 スポーツ・レクリ

エーション施設 

3 生活利便施設 

Ⅱ 

施設管理

型 

4 文化施設 

設置目的 

※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。    

町民に親しみのある、芸樹文化の地域密着サー

ビスを展開する。 

5 社会教育施設 

6 コミュニティ施設 

7 社会福祉施設 

指定管理者 

名 称 特定非営利活動法人地域おこし夢クラブ 

所在地 矢吹町大池 243 番地 2 

指定管理業務の内容 

※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。    

施設、設備の維持管理に関する業務、施設利用手続きに関する事務、各種装置等の

操作に関する業務、企画展等に関する事務、料金の徴収に関する業務 

指定期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 3月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 
有（名称：            ） ・ 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績    

 目標（計画） 実績 要因・原因分析 

施設の設置目的の 

達成状況 

ふるさとの森芸術村での

企画展示の開催、歴史資

料等の保管を行う。 

展示内容は入場鑑賞者に

人気が高く、来場者が増

えている。 

運営委員会を定期的に開催

し、きめ細やかな年間スケ

ジュールを企画しており、

その周知方法にも工夫をし

ている。 

利用者の満足度 

利用者のアンケート調査

を反映した企画立案と利

用者の快適な居場所づく

りに努める。 

利用者の要望の傾向や希

望の把握に努めているた

め、満足感度は高い。 

出展者のつながりになる企

画も多く、その他、リピー

ターも増えてきている。出

展者からは、作品販売の要

望もある。 

収支状況 

経理の専門職員を雇用

し、経営管理を行う。 

収支経理について、適正

に執行されている。 

適正に管理されている。 

 

３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証    

検証項目 検証細項目 
指定管理者 

の自己検証 
所管課の検証 

Ⅰ 

運営方針、 

管理能力 

1 平等利用の 

確保 

条例、管理運営方針に沿って利用者

サービスに徹した管理運営をした。

また、利用者にとって公平・平等な

サービス提供を行っている。展示に

ついては運営委員会を開催し、町内

外から展示内容も偏らないようにバ

ランスよく計画した。 

独自に運営委員会を設け、展示の年間

スケジュールが組まれている。展示内

容では、町内出展者を多く紹介するな

どの配慮もされている。また、使用許

可の申請等も適正に行われている。 

2 管理運営体制 常時２名体制としている。防火管理

者１名を配置している。年１回県展

鑑賞会研修、また随時展覧会鑑賞研

修を実施している。 

大池公園で行われるイベントに合わ

せ、勤務体制を臨機応変に増員するな

どの対応に努めている。 

3 法令遵守等 協定、条例及び関係法令等は事業計

画書に沿って管理業務を実施してい

る。個人情報保護法の周知徹底を図

っている。必要に応じ、労働局・労

働基準監督署に相談するなどして、

労働法令を遵守している。平成 27

年度から職員の社会保険に加入し

た。 

条例等を遵守し、適正に運営されてい

る。平成 27 年度から社会保険に加入

し、職員の福利厚生の充実に努めてい

る。 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 苦情等を受けた際は、対応者が「報

告書」を作成し、全職員に供覧、問

題点を共有するとともに再発防止を

図っている。利用者の施設利用月日

など重ならないよう、手書き表 PC

の一覧表を作成し、相互の確認を確

実に進めている。 

苦情・要望等の対応について、全職員

での共有が図られており、問題となる

ような案件はない。 



 

2 地域貢献 基本的に祝日は休館であるが、来館

者数が多く予想される日は開館をし

ている。地域の文化団体と連携し、

補助事業を実施している。 

祝日の臨時開館など、民間の利用者目

線での運営が図られている。 

3 環境問題への 

取組み 

オオムラサキ保全プロジェクトを発

足。年々個体の増加を図っている。

水道・ガス・電気等の利用には職員

一同省エネに向けて努力している。 

ボランティアを募集し、現在 15 名が

オオムラサキ保全プロジェクト活動

をしている。（オオムラサキの餌とな

る草花の栽培） 

4 防災対策及び 

緊急時の対応 

災害時の緊急連絡体制を作成し、職

員への周知を図っている。防火訓練

の実施規定はないが、実施を検討し

ている。 

災害時の緊急連絡網が作成されてお

り、職員への周知が図られている。 

5 個人情報保護 

及び情報公開 

ホームページを作成し、情報公開を

行っている。個人情報については「個

人情報取扱特記事項」（協定書別記

２）により対応している。 

個人情報保護については、協定書に基

づき対応している。ホームページは、

随時更新している。 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1 サービスの 

提供内容 

看板数を増やしたり、DM の発送先な

どの拡大に包めた。自主事業と補助

金事業とタイアップして経費の軽減

を図り、利用者の増加を図っている。

定期点検を実施し、施設の適正な管

理を行っている。設備関係は、使用

不可の物が年々増加している。 

様々な内容の企画展、ワークショップ

やそば会、コンサートなど各種のイベ

ントを実施し、来館者の増加を図って

いる。また、大池公園内に手作りの案

内板を設置し、集客の増加に努めてい

る。 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

企業会計システムを導入し、収支バ

ランスの適正化を図り、運営を行っ

ている。補助金事業の導入により、

概ね決算状況は良好である。作家、

来場者から作品の販売依頼をされる

ことが多々あるが、条例上できない

ので苦慮している。 

補助金を積極的に活用し、定期的に内

部監査を実施することで経費節減及

び収支向上に取り組んでいる。 

Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 平成 20 年度から比べると入館者数

が増加している。展示物の鑑賞だけ

ではなく来場者参加型の事業を行

い、多くの利用者にふるさとの森芸

術村の再認識をしていただいた。運

営委員会による企画展の内容が決定

され、多岐に渉る企画展が好評を得

ている。施設設備の経年劣化が見ら

れる。要望として、長期的な計画作

成及び実行のため指定管理期間を 3

年から 5 年が望ましい。管理区域境

界の徹底をお願いしたい。積雪時の

駐車場の除雪について公園の利用者

から苦情がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニコンサートやオオムラサキの飼

育など指定管理者独自の事業が展開

されている。企画展も工夫され、内容

についても好評を得ている。収支状況

については概ね良好である。要望とし

て、物販販売を可能としたいこと、指

定管理期間を 3年から 5年としたいこ

と、管理区域境界の徹底と積雪等の対

応がある。あゆり館、陶芸の館の増客

となる取り組みも検討する。 



 

二次検証 

施設所管課 導入効果 指定管理者制度導入後と比較して特に大きな変化はないが、施設

を利用して音楽コンサート、陶芸教室等により、利用者が増えて

おり、施設利用の啓蒙が図られている。 

今後の 

管理形態 

企画展では、出展者が順番待ちの状況で好評である。その出展者

の PR の手法についても充実させ、さらなる啓蒙に努めたい。 

 

その他 指定管理者と協議を重ね、積極的かつ意欲的に事業等に取り組ん

でいきたい。 

 

 

企画総務課 導入効果  

 

今後の 

管理形態 

 

 

その他 

 

 



 

（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書（様式 3）指定管理者の管理運営状況調書    

指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書指定管理者の管理運営状況調書    

所管課 教育振興課 

検証対象期間 H26.4.1～H28.8.22 

１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要１ 指定概要    

施設概要 

名 称 

矢吹町体育施設 

（矢吹町勤労者体育館、町民テニスコート、矢吹球

場、大池球場、大池キャンプ場、町営相撲場） 

該当する番号に○をつけて下さい 

施設類型 目的・機能 

Ⅰ 

事業実施

型 

1 観光施設 

所在地 

矢吹町勤労者体育館  矢吹町文京町 118 番地 3 

町民テニスコート   矢吹町文京町 4 番地 4 

矢吹球場       矢吹町一本木 100 番地 1 

大池球場       矢吹町大池 37 番地 

大池キャンプ場    矢吹町大池 64 番地 

町営相撲場      矢吹町小松 384 番地 2 

2 スポーツ・レクリ

エーション施設 

3 生活利便施設 

Ⅱ 

施設管理

型 

4 文化施設 

設置目的 

※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。※設置目的を明確に記入してください。    

町民の健康づくりと生涯スポーツ等の振興及

び町民相互の交流の拠点とする。 

5 社会教育施設 

6 コミュニティ施設 

7 社会福祉施設 

指定管理者 

名 称 公益社団法人矢吹町シルバー人材センター 

所在地 矢吹町八幡町 476 番地 1 

指定管理業務の内容 
※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。※指定管理業務の内容を明確に記入してください。    

体育施設等の維持管理、使用許可、料金の徴収に関する事務 

指定期間 平成 26 年 4 月 1 日～平成 29 年 3月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 
有（名称：            ） ・ 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績２ 管理運営実績    

 目標（計画） 実績 要因・原因分析 

施設の設置目的の 

達成状況 

町民の健康づくり、生涯スポ

ーツ学の振興、町民相互の交

流促進と施設の健全な運営

を行う。 

利用者の施設予約管理を

適正に行っている。 

利用者の増加を図るため、

適正な維持管理に努めてい

る。 

利用者の満足度 

施設利用の予約が多い時期

もあるが、1 ヶ月前 2 ヶ月前

を原則に丁寧な説明を行う

対応をしている。各施設につ

いては、担当者を定め、維持

管理に努めている。 

雨天時の予約などで調整

が難しい場合は、予約者

同士に確認を取るなど協

議を図る対応をした。 

施設の老朽化に伴う改善要

望はあるものの、町営相撲

場以外は多くの町民に利用

されている。 

収支状況 

職員による経営管理事務を

行っている。 

収支経理について、適正

に執行されている。 

適正に管理されている。 

３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証３ 管理運営状況等の検証    

検証項目 検証細項目 
指定管理者 

の自己検証 
所管課の検証 

Ⅰ 

運営方針、 

管理能力 

1 平等利用の 

確保 

予約は 1 ヶ月前から受け付けており

町の行事で使用する以外は、受付順

としている。 

受付時期は 1 ヶ月前よりも早い方が助か

るとの要望もあり、受付時期については

検討を図る。 

2 管理運営体制 シルバー人材センター職員 3 名と適

時シルバー会員で施設の維持管理等

を行っている。 

シルバー人材センター職員と会員で役割

分担し、柔軟に運営、維持管理がなされ

ている。 

3 法令遵守等 協定書、条例、規則に従い業務遂行

している。職員及び業務に携わるシ

ルバー会員は社会保険やシルバー保

険に加入している。 

スタッフの社会保険の加入や業務執行に

必要な法令について遵守されている。 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 電話、窓口対応とも、ワンストップ

を心がけ実施している。 

苦情については、センター職員が適

時対応し、利用者からの要望等も担

当課窓口に遅滞なく報告している。 

申請受付の際に電話での対応も良い。問

い合わせも休日関わらず対応している。 

2 地域貢献 中畑清旗ソフトボール大会前に矢吹

球場周辺の環境美化作業をボランテ

ィアで行った。 

イベント前の美化作業により、地域や町

へ貢献している。 

3 環境問題への 

取組み 

施設周辺の除草作業を定期的に実施

している。 

利用者に配慮した美化活動に努めてい

る。 

4 防災対策及び 

緊急時の対応 

勤労者体育館については警備保障契

約を結び、緊急時には優先順位に従

い、対応する体制が構築されてい

る。。 

緊急の際の職員の出勤体制及び町への連

絡体制が整っている。 

5 個人情報保護 

及び情報公開 

個人情報について「個人情報取扱特

記事項」により対応している。 

 



 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1 サービスの 

提供内容 

施設利用者に対し、受付の際に使用

方法の仕方を指導しており、定期的

な清掃に加え、町事業等に合わせ施

設整備を行っている。 

施設の経年劣化に対応した計画的な

設備更新等の必要がある。 

施設の予約申請から使用料の管理まで適

正に行われている。また、利用者に使用

後の片付け等において、説明を行い、施

設を大切に使用する周知を図りながら、

愛着のある施設の利用について啓発して

いる。 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

施設利用、照明料等は出来るだけ当

日の入金処理とし、伝票入力してい

る。伝票と通帳の照合を行う残高の

確認を行っております。 

経費削減に取り組み、管理費用内で執行

している。 

Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 施設の申し込み窓口がシルバー人材

センターであることが定着してお

り、安定した運営が図られている。 

施設管理は適正に行われている。施設の

老朽化に伴う要望について、検討が必要

である。 

二次検証 

施設所管課 導入効果 適正に執行されている。 

今後の 

管理形態 

問い合わせしなくても施設の予約状況を共有化できる仕組みづくり

は必要である。 

その他 シルバー人材センターから、事務量の多さから臨時職員の費用につ

いて、増額を希望するとの要望あり。 

企画総務課 導入効果  

 

今後の 

管理形態 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


