
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 県民文化部文化政策課

指定管理者 株式会社フードサービスシンワ

１　施設名等

住所 佐久市猿久保５５

施設名 電話 ０２６７－６８－２８１１

ホームページ http://www.sakusouzoukan.com

２　施設の概要

設置年月 昭和55年12月 根拠条例等 長野県都市公園条例

・創作室等１４部屋（１階：５部屋、２階：９部屋）・個室４部屋

・電気・灯油窯室、木工芸室、備品保管庫等

・食堂

･駐車場６５０台

開所日 毎週水曜日休館

開所時間 9:00～22:00

３　現指定管理者前の管理運営状況

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

～平成17年度 管理委託

平成18年度～平成20年度 指定管理

平成21年度～平成23年度 指定管理

４　報告年度の指定管理者等

指定管理者 指定期間

選定方法 公募（応募者数：1）

５　指定管理料（決算ベース）

※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

30,240 千円 千円 △ 318 千円

６　指定管理者が行う業務

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・創造館の利用の許可及び利用料金に関する業務

・文化の振興に資する事業の企画及び実施に関する業務

・上記業務に附帯する業務

７　利用実績等

（１）利用実績【指標：利用者数・利用件数・稼動率】 （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 計

平成28年度（Ａ） 7,139 7,819 9,215 11,708 7,561 10,419 49,572 14,303 9,605 10,785 9,494 12,472 160,092

平成27年度（Ｂ） 9,112 9,337 9,767 9,054 9,099 10,383 53,128 13,041 5,941 9,126 6,990 13,306 158,284

（Ａ）/（Ｂ） 78.3% 83.7% 94.3% 129.3% 83.1% 100.3% 93.3% 109.7% 161.7% 118.2% 135.8% 93.7% 101.1%

増減要因等

（２）利用料金収入 （単位：千円）

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

平成28年度（Ａ） 689 611 674 799 524 991 951 973 651 807 952 785 9,407

平成27年度（Ｂ） 684 856 672 695 607 975 1,229 934 557 932 866 488 9,495

（Ａ）/（Ｂ） 100.7% 71.4% 100.3% 115.0% 86.3% 101.6% 77.4% 104.2% 116.9% 86.6% 109.9% 160.9% 99.1%

増減要因等

株式会社フードサービスシンワ

30,558

平成24年4月1日　～　29年3月31日（5年間）

5月に予定されていた大規模なイベントが中止になったことや、和室の利用率が減少になったことによる減収となって
います。

経費削減に努めたため。

平成28年度（A） 平成27年度（B） 差（A）－（B）

住民福祉の増進に寄与することを目的に設置する。

増減
理由

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成２８年度】

利用人数は前年度比約1%増でした。これは、昨年度は12月から２月にわたり体育館の耐震工事がありましたが今年
度は通常に戻ったことが主な要因です。

設置目的

施設内容

利用料金

財団法人長野県文化振興事業団

株式会社フードサービスシンワ

長野県佐久創造館

・101号室（一部使用：一人50～100円、全部使用：1,900～40,000円）　・その他創作室（100～4,100円）
・備品（150～2,000円）　・陶芸用釜（1時間150～300円）、電気器具（１kw以内1時間20円）

株式会社フードサービスシンワ
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（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）

見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

開所日数 開所時間 見直しの有無見直した場合はその内容

平成28年度（Ａ）：345日 平成28年度（Ａ）：9:00～22:00 無

　 平成27年度（Ｂ）：343日 平成27年度（Ｂ）：9:00～22:00

（５）サービス向上のため実施した内容

２．暖房の稼働は期間が定められておりますが、期間外であっても利用者の要望に応じて暖房の稼働を実施しました。

（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

１．夏にクーラー設備が欲しい　　対応：関係先に要望をしている旨を周知していますが、既定予算の中で一部冷房設備を導入しました。

２．年中無休化　対応：休館日であっても、展覧会等の日程上など必要に応じて開館するようにしています。

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

・展覧会などで必要に応じて、利用者から時間外開館の要望
があった場合や利用内容から開館した方が望ましいと判断で
きる場合は、休館日の開館や朝の開館時間を早めて対応する
など、利用者の立場に立って対応しています。
 ・利用希望時間が利用時間帯（午前・午後・夜間の時間帯）に
合致していない場合は、利用目的に応じて利用料金の弾力的
適用を図りました。（就学児童等への配慮など。例：16時頃から
18時頃までの利用など）
・本館は冷房設備が無く、利用者から冷房の導入を強く求めら
れていますが、昨年度に引き続き既定予算の範囲で施設の一
部に冷房設備を設置し、利用者の要望に添った運営を図りまし
た。

・事業計画書に基づく自主事業（自主講座「創造のための講
座」を17科目19講座、企画事業として6事業）を実施しました。
・企画事業のうち、「大きな輪となれジョイントコンサート」」は佐
久市文化事業団等と構成する実行委員会を結成し県の元気づ
くり支援金から助成を受けました。プロの演奏家と佐久創造館
合唱団、年間を通したクリニック（演奏指導）を受けた地元中学
生が共演するフルオーケストラとのコンサートを実施しました。
・企画事業のうち、「佐久の夏」では、出演者の一般公募を行
い、26団体の参加を得て盛大に開催しました。
・信州文化会館ネットワーク事業として、佐久市文化事業団と
協力し、昨年結成した「佐久少年少女合唱団」を引き続き育成
しました。「大きな輪となれジョイントコンサート」に出演したほ
か、「創造展」に出演しました。
・「佐久の演劇祭」では、東信地区3高校演劇班の参加に加え
て地元劇団・創造館演劇講座受講生など７団体が一体になっ
た演劇祭を実施しました。

・職員・管理体制は、館長1名・企画運営担当1名・指導員3名・
事務員3名・保守管理1名・清掃員3名の計12名です。
・24年度から「大きな輪となれジョイントコンサート」を5年間にわ
たり実施していくことに対応して、専門家による音楽指導員を有
する職員体制としています。
・冬季のボイラ運転夜間勤務は資格を有した職員3名で対応し
ています。

・協定書、仕様書及び年度計画書に基づき、施設の設置目的
に沿った管理運営を実施しました。
・利用率及び利用料収入は予定されていたイベントの中止や
和室の利用率の減少の理由で、前年度対比で減少しました。
・文化事業は、地域の学校及び文化会館等と連携し、小・中・
高校生などが参加した事業を行いました。

施設利用方法の改善や整備を行い、利用者の立場に
立ったサービス向上の取り組みができたと認められ
る。

１．（７）の利用者の主な声及びその対応状況で述べておりますが、夏季にクーラーの導入を望む声が大きいです。毎年予算時期に導入のお願
をしていますが、全館の冷房化は認められておらず、既定予算の中で一部の施設で導入いたしました。

平等な利用の確保ができたと認められる。

B

利用者サービス
向上の取組

見直した場合はその内容

B

基本協定書、業務仕様書及び年度計画書に基づいた
管理運営が実施されたと認められる。

平等な利用の
確保

利用予約は先着順で受け付けています。利用希望日が重なっ
た場合などは、利用サークル間での話し合い等を重視し、平等
な利用を確保しました。

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運営

無

１．休館日は毎週水曜日ですが、展覧会の開催日数などに配慮して水曜日であっても開館日にするなど、利用者の利用内容に応じてきめ細か
い日程調整をして休館日を極力少なくいたしました。また、利用目的に応じて早朝・深夜に開館するなど利用者の利便性に配慮しました。

自主事業

特色ある自主事業が実施されており、施設の設置目
的に寄与している。

A

職員・管理体制

A

B

仕様書及び年度計画書に基づく、適正な職員配置が
行われている。
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＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

９　施設管理運営の課題

項　目

10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

【実施年月日】

　

地域の創造活動の拠点として多くの県民がこの施設
を利用している。今後も利用者の立場に立った運営
をしていただきたい

東信地域の文化芸術・スポーツの輪を拡げ
ていくため、施設設立の趣旨に沿った管理
運営を今後も発展させていく。

利用者の立場に立った管理運営に向けて
様々な工夫をし、積極的に取り組まれてい
る。

比較的利用頻度が低い104号室に、他の空き部屋の
折り畳み椅子を持ち込んで利用するなどの工夫が
あってもよいのではないか

弾力的に対応し、折り畳み式のテーブル・イ
スを備えて利用サークルの利用目的に沿っ
た対応をしていきます。

利用促進に向けて工夫されたい。

自主事業は支出超過で大型事業ほど貸館事業から
補てんしなければならないことは課題である

大型の事業については、他方面に事業費補
助金の助成申請を実施するなど財源の確保
に努めたい。

積極的に補助金の助成申請をし、財源の確
保に努めている。

夏の猛暑には耐えられないことがある。冷房設備の
導入を検討してもらいたい

関係者に理解を求めていくことを行うとともに
次善の策として修繕費の既定経費から一部
の導入を図っていく

段階的な冷房設備の導入を計画されてい
る。

利用頻度の低い２階の和室については、利用者の
意見を聞くなどして一工夫してほしい

和楽器や伝統文化を行うサークルに積極的
に働きかけをして、自主事業や提携事業とし
て取組み、和室の利用促進に努めていきた
い

利用促進に向けて工夫されたい。

収入40,１１０千円に対し、支出40,１１０千円であり、収支は均衡
しています。

管理運営等への反映状況

収支状況

異常気象が度重なる場合は対応を検討して
きたい

今後の対応を検討されたい。大雪など気象条件により利用実績が左右される場合
が度重なる場合は対策を検討してはどうか

指定管理者 所管課
第三者評価における指摘・意見等

施設の管理運
営の課題

１．施設・設備：開館３４年が経過し、施設・設備の老朽化対策
と環境の変化による冷房設備の導入が課題です。
２．利用者増への課題：継続的に活動をしていたサークルの老
齢化に伴い、活動を廃止するケースが出てきています。新たな
利用者の確保が課題ですが、利用時間とそれに伴う利用料の
弾力的な運用を図りながら積極的に若い世代に働きかけ新し
いサークルの育成を目指しており、一定の成果を上げておりま
す。
３．２階に６室ある和室の利用率が減少しております。これは、
高齢化により座って作業するスタイルが敬遠されているためで
す。伝統文化こども教室など、和室を利用する事業を支援した
り、自主事業の見直し等を行い和室の有効利用を目指してい
きます。

施設及び設備の劣化等に対しては、県全体のファシリティマネ
ジメントの中で、計画的な修繕を行っていく。

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

平成26年12月18日

総合評価

貸館事業収入及び利用率は前年度を下回りましたが、これは
大規模イベントの中止や和室の利用率の減少によるもので
す。。昨年に引き続き自主事業では、中・高校生への演奏指導
や演劇祭へ高校生が参加していることや、H27に結成した「少
年少女合唱団」を引き続き育成するなど人材育成に成果があ
りました。また、佐久市文化事業団と連携する事業を積極的に
実施し、地元の文化振興に参画するなど、積極的な管理運営
を実施しています。

おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正
な管理運営が行われている。

B

収支のバランスが取れた館運営が行われている。
B
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