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（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 産業振興課 

検証対象期間 平成 28 年 7 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

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 大正ロマンの館 

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 矢吹町本町 161⁻7 

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 

中心市街地活性化推進施設として、町民

及び観光旅行客を中心市街地に集客し、

交流を促進する。 

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 Mulberry fields 

所在地 矢吹町本町 9 

指定管理業務の内容 

・大正ロマンの館の運営を行うこと 

・大正ロマンの館の維持管理を適切に行うこと 

指定期間 平成 28 年 7 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 

指定管理選考委員会等 

の設置の有無 

有（名称：大正ロマンの館指定管理者選定委員会 ） ・ 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 

中心市街地の賑わいの創

出 

総来場者数 11,371 人と

なり（H30.6 月末現在）

町外からの来場者も多く

中心市街地の賑わいと町

の PR 効果は非常に高い

です。 

フェイスブックや雑誌、新聞

等の周知効果と合せ、カフェ

メニュー、施設の雰囲気等、

好感をもたれ利用者の増加

が図られたと思われます。 

利用者の満足度 

町民の多様なニーズを反

映させるため、調査→分

析→対策→実践を行い、

アンケート調査を実施

し、改善できる点につい

て対応しております。 

駐車場に対する課題につい

て新たな駐車場を設けたり、

季節ごとにメニューを変え
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利用者の満足度を高め

る。 

学習室利用者や町外者の

固定客が来てくれていま

す。 

るなど課題解消に努めたた

め固定客の確保が図られま

した。 

収支状況 

収入 

H28 予算 9,927,000 円 

支出 

H28 予算 9,927,000 円 

 

収入 

H29 予算 12,198,000 円 

支出 

H29 予算 12,198,000 円 

収入 

H28 決算 6,938,321 円 

支出 

H28 決算 7,777,428 円 

 

収入 

H29 決算 8,034,103 円 

支出 

H29 決算 8,326,922 円 

初年度は、カフェ利用者の見

込み数が過大であったこと

及び経営に関するノウハウ

不足により予算に達するこ

とが出来ず、決算額において

△839,107 円となりました。 

 

H29 年度は、仕入れ等カフェ

経費の見直しと削減を行い

ましたが△292,819 円となり

ました。 

 

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 

① 設置目的、管理運営方針に沿っ

た管理運営 

平成 28 年 11 月 9 日よりカフェ以

外をプレオープン 11 月 28 日野崎洋

光氏を招いての講演会を実施（150

名の参加）11 月 30 日にグランドオ

ープン。 

矢吹町の復興のシンボルとして、

また賑わいづくり創出を目的に、町

内外からのカフェ利用、そして会議

室利用、学習室は日を追うごとに利

用者が増え、小学生から高校生まで

利用しております。(他町の学生も利

用) 

 

② 平等・公平なサービスの提供 

利用者に平等にサービスを心がけ

たが、スロープがなくてお客様が入

館できないことがあります。（トイレ

は車椅子対応） 

 

③ 使用許可、使用料（利用料金）

減免の適格性 

 会議室と学習室は無料で利用でき

るようにし、学習室が満員で入室で

きない時にはカフェスペースを無料

で利用できるようにしております。 

 

・概ね良好です。 

・観光案内所と連携し、展示企画等を開催

しております。 

・学生や団体の学習室や会議室の利用が増

えております。 

・スロープやトイレにベビーベッドがない

ため、従業員で工夫して利用者に不快な思

いをしないように対応しております。た

だ、今後は、段差及びベビーベットについ

ては、検討する必要があります。 
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④ 自主事業における適正利用 

・カフェ事業について 

施設の雰囲気を壊さないような家

具の設置を考え、地域の学生たちの

協力を得て、平成 28 年 11 月 4 日に

ワークショップを行い、テーブルを

製作。落ち着いた雰囲気で、居心地

の良い空間となり、最近では学習室

帰りの小学生のカフェ利用も増えて

います。（県内情報誌 Mon-mo に「古

民家を愉しむ」の特集で二度掲載） 

平成 28 年度にアロマクラフトづく

りのワークショップを開催。 

・平成 28 年度と 29 年度はエントラ

ンス（ホール）にて地元の野菜を販

売。 

平成 30 年度においては那須コピ

スガーデンのオリジナルハンドメイ

ド品を販売しております。 

2 管理運営体制 ① 管理運営組織、従業員の勤務体

制・配置 

（平成 28 年度） 

パート 5 名雇用 

アルバイト 3 名雇用 

うち常時 4 名体制 

（平成 29 年度） 

パート 4 名雇用 

アルバイト 3 名雇用 

うち常時 4 名体制 

→10月より常時 1～2 名体制に変更。 

（平成 30 年度） 

パート 1 名雇用 

アルバイト 1 名雇用 

常時 1～2 名体制 

＊管理責任者常勤 1 名 

■勤務体制 

8:30～17:00 

10:30～17:30 

9:00～14:30 

以上のパートでシフトを組んだ。 

管理責任者は 8:00～19:00勤務 

■開館時間 9:00～19:00 

■休館日：火曜日 

 

② 従業員に対する研修 

（平成 28 年度） 

那須 shozo café、須賀川 Suisai café

の視察 

スパイス＆ハーブコンサルタント資

格を取得。 

（平成 30 年度） 

29 年度の資格をレベルアップした

ものを取得予定。 

 

・従業員の勤務体制・配置について、団体

として十分な体制を構築することが必要

です。 

・緊急体制については、（連絡、対応）が

出来ており、利用者の安全安心が保たれて

います。 

・外部委託については問題ありません。 
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③ 外部委託の状況 

機械警備 ALSOK 

3法令遵守等 ① 協定、業務にかかる関係法令の

遵守 

 協定、関係法令を遵守するよう努

めております。 

 

② 労働法令の遵守 

 労働保険の加入、並びに雇用保険

に該当するスタッフへはその都度適

宜対応しております。 

・問題ありません。 

Ⅱ 

施設維持 

管理 

1 利用者対応 ① 接遇の状況 

利用者に対して適切な対応を心が

けております。 

 

② 苦情・要望への対応 

平成 28 年度と 29 年度にカフェが

混雑してしまい、お客様をお待たせ

してしまうことがあったが、謝罪と

共に次回利用できるコーヒーチケッ

トをサービスするなどの対応をして

おります。 

 

③ トラブルの未然防止及び発生時

の対策 

大きなトラブルはなかったもの

の、階段が急なため、滑り落ちた中

学生がいた。以来、階段の上り下り

にはスタッフが注意を促すようにし

ております。 

・問題ありません。 

・苦情等に対し、できる限りで丁寧に対応

されています。 

2 地域貢献 ① 地域団体・住民との連携、地域

貢献 

平成 29 年度の「道の駅事業」の中

で光南高校と連携し、「大正ロマンの

館でカップルで食べたいスイーツコ

ンテスト」を実施。また同年度に光

南高校美術部の作品展をホールで実

施。同じく新聞部の取材に応じ、光

南高校新聞に記事を掲載。 

同年「ぐるぐるノーカーズ」と連

携し、地元野菜を食材にしたメニュ

ー作り及び、ホールでの野菜販売を

行っております。 

会議室は地域で活動している町内

外の団体に無料で開放。今年度は手

芸展のイベントを予定しております

（11 月） 

・矢吹小学校・善郷小学校の社会見

学への対応をしております。 

・各種団体と連携し、地域貢献がなされて

います。 

3環境問題への 

取組み 

① 環境保全に対する取組 

ゴミを極力減らしていく事と、捨

てる際にはリサイクルできるものは

仕分けするよう心掛けております。 

除草作業を適宜行い、施設の顔で

・問題ありません。 

・庭にハーブ等を植栽し、大正ロマンの雰

囲気を壊さないように心がけています。 
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ある正面の庭には四季折々の植物を

植えていつも綺麗にしております。 

4防災対策及び 

緊急時の対応 

① 防災対策及び緊急時の対応 

 万が一の時に備えて万全の体制を

取っています。 

 

② 法に定められた訓練の実施 

 消防計画に基づき、消火訓練を年

2回（4 月と 11 月）実施しています。 

・いつ起こるか分からない災害や犯罪から

利用者を守るためにも、行政や警察等の関

係機との連携や、日ごろからの訓練を定期

的に行う必要があります。 

5個人情報保護 

及び情報公開 

①個人情報保護及び情報公開 

個人情報に気を付けなくていけな

い点は適宜配慮し、必要な情報はそ

の都度公開するよう努めておりま

す。 

・問題ありません。 

Ⅲ 

利用者に 

対する 

サービス 

向上 

1サービスの 

提供内容 

① サービス向上の取組 

笑顔の挨拶と言葉遣いを丁寧にす

ることを心がけています。何かあれ

ば迅速な対応をし、利便性と利用促

進・快適性の向上を工夫しています。 

 

② 利用促進の取組（工夫改善、自

主事業等） 

学習室利用者増加に伴い、勉強帰

りにカフェを利用する学生さんが増

えています。小学生や中学生がお小

遣いから飲み物やデザートを食べて

いかれる際に、大人と同じ料金をい

ただく事に抵抗を感じ、何か少しで

も還元できる方法はないかと思い、 

平成 29 年 12 月から「学習室利用ボ

ーンとカード」を発行し、学習室を

利用の際に、スタンプを押していき、

ポイントがたまるとカフェの金券と

して使えるようにしました。（学生の

み対象）勉強する励みにもなってお

り、学習室とカフェの利用が増えて

おります。 

・概ね良好です。 

 

Ⅳ 

管理運営に

関する収支

計画 

1 管理費用の 

執行状況 

① 経理処理 

日々の収支は出納簿に記帳し、月末

には担当課に報告し、適正な経理事

務を行っております。 

 

② 趣旨の状況 

 平成 28 年度は、支出が多かったた

め、平成 29 年度は経費削減に努め、 

今年度も無駄な支出を減らす努力を

しております。 

 

③経費節減及び収支向上の方策 

毎日出納簿をつけることで収入と

支出のバランスがわかるため、集客

できるようなメニュー作りを考えて

おります。 

 

・経理事務について、特に問題ありません。

平成 29 年度に監査委員による現地監査や

不明点については、管理者が説明できるよ

うに適正な処理を行っております。 
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Ⅴ 

総合検証 

1 総合検証 ①アピールポイント 

（成果目標の達成状況等） 

施設の管理運営については、適正

に維持管理し、運営しております。

メディア報道により町外からも利用

客が増え、賑わいづくりの拠点とし

ての目標は達成できております。 

 

②特に改善すべき課題 

・駐車場が分かりにくい、遠い、台

数が限られております。 

・車椅子・ベビーカーの乗り入れの

スロープがありません。 

・厨房の狭さ、食器洗浄機を配置す

べきです。 

・施設の管理運営については、概ね良好で

すが、団体として運営できていない点が一

番の問題です。 

・メディア報道等を積極的に受け入れ、町

内外から利用客が増え広く大正ロマンの

館を周知に貢献してくれています。 

・駐車場が分かりづらいということに対

し、丁寧な説明を行い誘導してくれていま

す。 

・学生に声かけを行い利用しやすい雰囲気

づくりを行い、多くの学生が利用してくれ

ています。 

・会議室についても利用する団体が増えて

おります。 

・団体として、経営が初めての経験である

ため、手探りながらも利用者は増えていま

す。 

二次検証 

施設所管課 導入効果 大正ロマンの館にカフェや学習室・会議室等を設置したことによ

り、今まで中心市街地を訪れていなかった小学生や中学生、駅の待

ち時間の間に利用する高校生等の利用者が増えております。 

また、ソーシャルネットワークやテレビ等を活用し、施設の周知

に努めていることにより、町外から訪れる方や固定客も増加してお

ります。さらに観光案内所等との連携により、観光客の増加に貢献

しており、賑わいづくりへの効果が現れております。 

今後の 

管理形態 

公共施設としての施設管理とカフェや学習室・会議室の利用を維

持した管理を継続。 

その他 来年度以降の指定管理について、Mulberry fields代表からは、辞

退すると伺っており指定管理者の公募を行う必要があります。 

企画総務課 導入効果 Ａ：適正である。 

 

今後の 

管理形態 

指定管理 

 

その他 平成 31 年度選定方法：公募 

協定期間：3 年 

 


