
（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
指定管理者

１　施設名等
住所

施設名 電話
ホームページ

２　施設の概要
設置年月 根拠条例等

・創作室14部屋（1階：5部屋、2階：4部屋、3階：1部屋、4階：4部屋）
・電気・灯油窯室、木工芸室、備品保管庫等
･駐車場86台・身障者専門9台

開館日
開館時間

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成17年度 管理委託
平成18年度～20年度 指定管理
平成21年度～23年度 指定管理
平成24年度～28年度 指定管理
平成29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 平成30年4月1日～31年3月31日（1年間）
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）

26,055 千円 千円 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：稼動率】 （単位：％）

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30年度（Ａ） 58.2 73.9 68.7 73.3 69.9 70.9 68.1 69.0 66.2 54.8 65.8 68.8 67.3
平成29年度（Ｂ） 62.4 69.1 71.7 66.4 68.3 69.0 72.0 70.9 68.3 57.4 65.8 75.4 68.1
（Ａ）/（Ｂ） 93.3 106.9 95.8 110.4 102.3 102.8 94.6 97.3 96.9 95.5 100.0 91.2 98.8

（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30年度（Ａ） 451 588 577 627 622 571 529 571 556 490 502 537 6,621
平成29年度（Ｂ） 494 491 718 615 513 588 575 589 632 448 630 515 6,808
（Ａ）/（Ｂ） 91.3 119.8 80.4 102.0 121.2 97.1 92.0 96.9 88.0 109.4 79.7 104.3 97.3

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）
見直しの有無

無

（４）開館日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

平成30年度（Ａ）：　　　日301日 平成30年度（Ａ）： 9:00～22:00
　 平成29年度（Ｂ）：　　　日302日 平成29年度（Ｂ）： 9:00～22:00

（５）サービス向上のため実施した内容

（６）その他実施した取組内容

無

・利用グループ代表者会議、管理運営委員会の開催や駐車場整備工事に伴うアンケートの実施などにより、要望や意見を聴取し、迅速に対
応するとともに、飯田建設事務所、飯田市に要望している。
・自主事業の実施にあたっては、受講者からアンケートや聞き取りを参考に内容の見直し、充実に努めている。
・公民館等から要望があった、創造館を拠点として活動するグループによる公民館事業への技術的な援助について、派遣要請に応えられる
グループを一覧にし、情報提供している。市内小学校からクラブ活動支援ができる方（陶芸指導）の紹介依頼があり、一覧から登録グループ
を紹介し指導が始まっている。

当館利用者が多く利用する公園駐車場に関わる苦情については、管理者である飯田市や設置者である県建設事務所と密接な連絡をとり、そ
の都度丁寧・慎重に対応している。風越公園の駐車場整備事業が実施され玄関まで荷物の搬入ができるようになったことや、玄関前の駐車
場スペースが確保され野外ライブなどに便利になったが、一方、全体では駐車台数が減少した。利用者に車の相乗り・公共交通機関の利用
や周辺の駐車場の確保等をお願いしている。混雑時はシルバー人材センターに交通整理を依頼し、利用者の案内を行った。

開館日数 開館時間 見直しの有無 見直した場合はその内容

26,155 △ 100
増減
理由

増減要因等 利用グループの会員数が減ったことにより小さな部屋の利用にシフトする傾向にあり、稼働率が減少した。

増減要因等 利用グループの会員数が減ったことにより小さな部屋の利用にシフトする傾向にあり、利用料金収入が減少した。

見直した場合はその内容

財団法人長野県文化振興事業団

一般財団法人長野県文化振興事業団

平成30年度（A） 平成29年度（B） 差（A）－（B）

財団法人長野県文化振興事業団
財団法人長野県文化振興事業団

財団法人長野県文化振興事業団

毎週水曜日休館
9:00～22:00

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等
財団法人長野県文化振興事業団

利用料金
・創作室（400～11,500円）・備品（150～3,300円）
・電気窯（1時間150～300円）、電気器具（1kw以内1時間20円）

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成30年度】

県民文化部 文化政策課
一般財団法人 長野県文化振興事業団

長野県飯田創造館
長野県飯田市小伝馬町1-3541-1
0265-52-0333
http://iidasozokan.sakura.ne.jp/

昭和54年12月 長野県都市公園条例

設置目的 住民福祉の増進に寄与することを目的に設置する。県民の芸術文化活動に参加する機会を提供するため

施設内容
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（７）利用者の主な声及びその対応状況

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

＜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：      年   月   日】

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の管理運
営の課題

・築40年近くになる建物設備・備品の老朽化が進み、特に受
電設備、水道配管等が劣化していて信頼性に不安がある。
・利用者グループの活動が高齢化等で停滞傾向にある。
・公園駐車場が容量不足で館利用者の利便性が確保できて
いない。（平成29年度に県事業で公園駐車場整備が実施され
たが、駐車場以外で混雑時に駐車していたスペースが駐車禁
止となったことにより、全体の駐車可能台数は減少）

・施設及び設備の劣化等の課題に対しては、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。創造館
運営における修繕費の扱いについても、合わせてより効率的
な運用をお願いしたい。
・新規の利用者グループの確保等の取組みに努めていただ
きたい。
・駐車場の問題については、改善に向けた検討を引き続きお
願いしたい。

職員・管理体制

・仕様書及び運営計画に基づき常勤職員7名体制（嘱託職員6
名＋臨時職員1名）で運営している。
・毎月、館会議を開催し職員全員が達成目標と管理運営の課
題等を認識し、利用向上に前向きに対応している。

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。

B

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

収支状況 収入32,788千円に対し、支出32,788千円であった。 効率的な館運営に取り組んでいる。 B

総合評価

・全般的に協定書及び仕様書に基づき、良好に管理運営する
ことができた。
・今後も利用者のニーズ等を的確に把握し円滑な管理運営に
反映させるとともに、芸術文化活動の拠点施設をめざし努力
したい。

おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正
な館運営が行われている。

B

・利用予約は原則的に先着順を徹底し、平等な利用の確保に
努めるとともに、急な申し込みに対しても対応し利用率を上げ
ることに努めている。
・展示会等については準備に相当期間を要することから、前
年9月に翌年分を一括して利用希望を募り、調整を行って早期
の予約許可を行っている。

平等な利用の確保ができたと認められる。 B

自主事業

・飯田市美術博物館が実施する「美博子ども美術学校陶芸教
室連携事業」を共催し、子どもやその親を含めた新たな利用
者の開拓に努めた。
・H28年度に新たに開設した「連句入門講座」「テンペラ画講習
会」「ステンドグラス講習会」を引続き開催し、新しい分野の利
用者の開拓につながった。
・新人発掘事業の成果として「若造展」を継続して開催し、出
品者が過去最多の67名となるなど若手芸術家の発表機会の
拡大と交流促進を図っている。

特色ある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

利用者サービ
ス向上の取組

・施設及び設備の適切な使用に係る指導や展示作業の補助
を行うなど利用しやすい環境をつくっている。
・修繕費で玄関先のタイル張替えや庇の漏水修繕等を実施し
サービスの向上を図った。
・玄関先に季節の花プランターを置いたり、華道グループのボ
ランティアによる生け花で来館者を迎えている。
・ホームページに各事業のチラシを掲載している。
・「ご意見箱」をロビーに設置し、クレーム等には速やかに対応
や説明をして解決を図る。

施設利用方法の改善や整備を行い、利用者の立場
に立ち、また利用者と協力したサービス向上の取り
組みができたと認められる。

A

平等な利用の
確保

項目 指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運
営

協定書及び仕様書に基づいた管理運営を行った。 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。

・築40年近くなるため、老朽化に伴う施設・設備の故障等については、職員の対応できる細かな修繕は直ちに対応し、大規模高額なもの（トイ
レ洋式化、高圧電気設備改修など）は県に改修・修繕等の要望をしている。

B
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