
施 　 設　　名

施設所管課

1 指定管理者

団  　体 　 名

指　定　期　間

2

指定管理者の
行う事業内容

①久喜総合文化会館

事業の実施状況 実施場所

施設全体

大ホール

小ホール

カル
チャーロ
ビー

大ホール

小ホール

大ホール

プラネタリ
ウム

カル
チャーロ
ビー

ロビーコンサートVol.2
吉田安梨沙（メゾ・ソプラノ）、齋藤尚子（ピア
ノ）

9月29日

こどもオペラ「泣いた赤鬼」　キッズワークショップ
山田大輔、人見珠代（久喜在住）、柴山昌宣、
浅原孝夫、寺田千絵美、石倉孝行、山下由佳

8月21日

プラネタリウムコンサートVol.1
サックス（鈴木広志）、田中庸介（ギター）

9月19日

よしもとお笑いまつりin久喜2016　SUMMER!!
ロバート、矢野・兵道、レイザーラモン、ピスタチオ、和牛、
ムーディー勝山、天津・木村、レイザーラモンHG、レイ
ザーラモンRG、ジョイマン、コロコロチキチキペッパーズ

7月9日

久喜シネマ倶楽部Vol.11　「あん」
樹木希林、永瀬正敏ほか

7月16日 3回放映

6月5日
11日,12日
18日,19日

久喜ゆかりの演奏家コンサート　気軽にクラッシッ
ク3人で紡ぐ虹に音の世界　益田早織（メゾ・ソプラ
ノ）、山田章代（ピアノ）、佐藤茉奈美（ヴァイオリン）

7月3日

ロビーコンサートVol.1
山田友里恵（ヴァイオリン）、大橋征人（ピア
ノ）

7月5日

（誘致）埼玉県吹奏楽連盟
東部支部吹奏楽研究発表会（5日間）

事業運営〔有効性〕

「集い、出会い、語らい、触れ合う文化施設」として多くの市民の皆様にご利用いただける
ことを目指して管理運営を行うことを基本方針として、「鑑賞事業」「地域文化育成事業」
「創造事業」「友の会事業」「図書館連携事業」の5つの事業形態を基本に、ホールに足を
運ぶ機会の少ない方から、より積極的に文化活動に取り組みたい方まで、様々なニーズ
に応えられるラインナップを構築し、最終的に市民が自主的に文化活動に取り組み、今
以上に「久喜市の文化人」が育つことを目標とします。

事　　業　　名 実施日 備　　考

第11回久喜総合文化会館フレンドシップデー 5月22日

久喜総合文化会館、菖蒲文化会館、栗橋文化会館

市民部生活安全課

株式会社　ケイミックス

平成28年　4月　1日　～　平成33年　3月　31日

指定管理者の管理運営に関する評価シート(一次・二次評価用）

（評価対象期間：平成28年4月～平成29年3月）
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大ホール

小ホール

大ホール

学校

プラネタリ
ウム

大ホール

カル
チャーロ
ビー

大ホール

大ホール

プラネタリ
ウム

広域展示室

学校

大ホール

諸室
フレンズ会員交流会
久喜ワークショップ
アートマネジメントプレ講座　　角屋里子講師

3月29日

アウトリーチ
ダッジクアース（プラネタリウム投映）
（学校訪問）
小林小学校、栗橋小学校、久喜北小学校

3月6日
13日,15日

16日

久喜ワークショップ
アートマネジメントプレ講座　　角屋里子講師

3月29日

プラネタリウムコンサートVol.3
井上雅人（バリトン）＆小滝俊治（ピアノ）

2月11日

伝統芸能まつり　日本風曲芸
チンドン好井＆小太郎

2月25日

島津亜矢コンサート 1月21日 2回公演

みんなのうたファミリーコンサート
テツ＆トモ、ダ・カーポ、奥華子、おしりかじり
虫

2月11日

久喜第九スペシャルコンサート2016
久喜シンフォニック合唱団による「合唱の祭
典」

12月11日

ロビーコンサートVol.3
山田佑美＆小山田萌
（マリンバ・デｭオコンサート）

12月21日

アウトリーチコンサート　（学校訪問）
青毛小学校（400名）、砂原小学校（500名）

10月7日

プラネタリウムコンサートVol.2
志野文音（クラッシックギター）

11月23日

寄席　久喜亭落語達者★参
三遊亭鬼丸・入船亭扇里・林家きく磨・柳家小
せん・蜃気楼龍玉

10月2日

水森かおりコンサート　　～歌謡紀行～ 11月1日 2回公演

Kiroro コンサート 10月1日
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②菖蒲文化会館

事業の実施状況 実施場所

1階エントラ
ンスロビー

文化
ホール

文化
ホール

文化
ホール

多目的室

多目的室

③栗橋文化会館

事業の実施状況 実施場所

1階エントラ
ンスロビー

文化
ホール

文化
ホール

全館

イリス・サロン・シリーズ
ドミトリー・シシキン　ピアノリサイタル

10月23日

第42回久喜市栗橋文化祭
10月29日～

30日

事　　業　　名 実施日 備　　考

イリス・ロビーコンサート　NO.1
人見珠代（メゾ・ソプラノ）・山崎範子（ピアノ）

6月27日

大ホール演奏体験　2回
ワンコインdeスタンウエイを弾いてみません
か?!

9月17日
～18日

アミーゴ倶楽部
カルチャークラブ大人向け講座

12月3日
12月21日
1月14日
2月4日
3月5日

・正月を飾る
・葉のん料理教室
・笑いと健康
・春を飾る
・男の脳・女の脳

アミーゴ倶楽部
カルチャークラブ子ども向け講座

1月5日
2月5日
2月19日

・ﾕｰﾓｱﾏｼﾞｯｸ教室
・星空めぐり
・手作り絵本教室

6月30日

久喜シネマ倶楽部「ベトナムの風に吹か
れて」松坂慶子、奥田映二、草村礼子

1月28日 2回上映

アミーゴ音楽シリーズ
ともしび音楽コンサート

2月18日

事　　業　　名 実施日 備　　考

アミーゴロビーコンサートVol.1
ハープの世界　平尾祐紀子

図書館連携企画
一流に学ぶシリーズ　幼児教育講座
「ケロポンズとうたおう♪わらおう♪いっ
ぱいおどろう♪」

3月20日
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1階エントラ
ンスロビー

諸室

全館

諸室

諸室

評価

B+

18

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

イリス倶楽部
カルチャー倶楽部　子ども向け

1月23日
2月3日
2月20日
3月3日
3月12日
3月19日

・キッズ・ミュージック（全
5回）
・ドナルド・アピアランス
食育講座（3/19）
幼児向け・低学年向け

イリス合唱祭 2月5日

イリス倶楽部
カルチャー倶楽部　一般向け

10月23日
12月18日
1月15日

1月19日、26
日及び2月2

日、9日

・ドミトリー　ピアノレッスン
・日本茶の美味しい淹れ方
・アシュタンガ・ヨガ　初級
・アシュタンガ・ヨガ　中級
・エコクラフト

ロビーコンサート　NO.2　ピアノとフルートの世界
向田寧子（フルート）、三浦薫（ピアノ） 11月2日

キッズ・アート・ワールドイリス
「サンタを描こう」　次世代育成企画

12月3日

①久喜総合文化会館
・自主事業については、事業計画の19事業に対し、23事業を開催した。恒例のフレン
ドシップデーをはじめ、水森かおりコンサートなどの新しい試みもなされており、充実し
た内容の事業を実施している点を評価する。
・貸館事業については計画・目標値はないが、前年度実績値と比較すると、稼働率は
0.8％下がったものの、78.6％と、引き続き、高い水準を維持している。
②菖蒲文化会館
・自主事業については、事業計画どおり6事業を開催した。一流に学ぶシリーズ　幼児
教育講座「ケロポンズとうたおう♪わらおう♪いっぱいおどろう♪」をはじめ、アミーゴ
音楽シリーズともしび音楽コンサートなど、地域文化育成事業、鑑賞事業を実施してき
た点を評価する。
・貸館事業については、計画・目標値の設定はないが、前年度実績値と比較すると、
稼働率を0.5％上げ、38.3％としていることも評価する。
③栗橋文化会館
・自主事業については、事業計画どおり8事業を開催した。恒例となっている大ホール
演奏体験事業、ワンコインdeスタンウエイを弾いてみませんか?!をはじめ、久喜市栗橋
文化祭、イリス合唱祭など地域文化支援事業に力を入れるとともに、ロビーコンサート
など鑑賞事業も実施してきた点を評価する。
・貸館事業については、計画・目標値の設定はないが、前年度実績値と比較すると、
稼働率を1.8％下げ、36.6％となってしまったことが今後の課題である。
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3

①久喜総合文化会館

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

主な事業の
参加状況

参加者数 （前年度）

9,000人 10,000人

5,000人 5,000人

282人 907人

665人 1,097人

708人 623人

528人 720人

136人 136人

1,106人 1,091人

5,000人 5,000人

294人 294人

2,108人

125人 136人
プラネタリウムコンサートVol.2
志野文音（クラッシックギター）

（誘致）埼玉県吹奏楽連盟
第40回埼玉県アンサンブルコンテスト（5
日間）

寄席　久喜亭落語達者★参
三遊亭鬼丸・入船亭扇里・林家きく磨・柳家小
せん・蜃気楼龍玉

水森かおりコンサート　　～歌謡紀行～ 前年度同一事業なし

こどもオペラ「泣いた赤鬼」　キッズワークショップ
山田大輔、人見珠代（久喜在住）、柴山昌宣、
浅原孝夫、寺田千絵美、石倉孝行、山下由佳

プラネタリウムコンサートVol.1
サックス（鈴木広志）、田中庸介（ギター）

Kiroro コンサート

久喜ゆかりの演奏家コンサート　気軽にクラッシッ
ク３人で紡ぐ虹に音の世界　益田早織（メゾ・ソプラ
ノ）、山田章代（ピアノ）、佐藤茉奈美（ヴァイオリン）

前年大ホール事業

よしもとお笑いまつりin久喜2016　SUMMER!!
ロバート、矢野・兵道、レイザーラモン、ピスタチオ、和牛、
ムーディー勝山、天津・木村、レイザーラモンHG、レイ
ザーラモンRG、ジョイマン、コロコロチキチキペッパーズ

久喜シネマ倶楽部Vol.11　「あん」
樹木希林、永瀬正敏ほか

施設の利用状況
345日 346日

275,239人 264,389人

事　　業　　名

利用状況〔有効性〕

備　　考

第11回久喜総合文化会館フレンドシップデー

（誘致）埼玉県吹奏楽連盟
東部支部吹奏楽研究発表会（5日間）
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974人 1,022人

2,060人

870人 907人

127人 136人

83人 6人

632人

②菖蒲文化会館

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

主な事業の
参加状況

参加者数 （前年度）

61人

506人

118人

398人

46人

26人

アミーゴ倶楽部
カルチャークラブ大人向け講座

前年度同一事業なし

アミーゴ倶楽部
カルチャークラブ子ども向け講座

前年度同一事業なし

前年度同一事業なし

久喜シネマ倶楽部「ベトナムの風に吹か
れて」松坂慶子、奥田映二、草村礼子

前年度同一事業なし

アミーゴ音楽シリーズ
ともしび音楽コンサート

前年度同一事業なし

図書館連携企画
一流に学ぶシリーズ　幼児教育講座
「ケロポンズとうたおう♪わらおう♪いっ
ぱいおどろう♪」

前年度同一事業なし

施設の利用状況
345 346

49,942 50,767

プラネタリウムコンサートVol.3
井上雅人（バリトン）＆小滝俊治（ピアノ）

備　　考

アミーゴロビーコンサートVol.1
ハープの世界　平尾祐紀子

みんなのうたファミリーコンサート
テツ＆トモ、ダ・カーポ、奥華子、おしりかじり
虫

伝統芸能まつり　日本風曲芸
チンドン好井＆小太郎

アウトリーチ
ダッジクアース（プラネタリウム投映）
（学校訪問）
小林小学校、栗橋小学校、久喜北小学校

前年度同一事業なし

事　　業　　名

久喜第九スペシャルコンサート2016
久喜シンフォニック合唱団による「合唱の祭
典」

島津亜矢コンサート 前年度同一事業なし
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③栗橋文化会館

開館日数 （前年度）

利用者数 （前年度）

主な事業の
参加状況

参加者数 （前年度）

344人

5,000人

282人

2,800人

113人

17人

400人

46人

169人

評価

B+

18

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

イリス倶楽部
カルチャー倶楽部　子ども向け

前年度同一事業なし

キッズ・アート・ワールドイリス
「サンタを描こう」　次世代育成企画

前年度同一事業なし

イリス合唱祭 前年度同一事業なし

イリス倶楽部
カルチャー倶楽部　一般向け

前年度同一事業なし

イリス・サロン・シリーズ
ドミトリー・シシキン　ピアノリサイタル

前年度同一事業なし

第42回久喜市栗橋文化祭 前年度同一事業なし

ロビーコンサート　NO.2　ピアノとフルートの世界
向田寧子（フルート）、三浦薫（ピアノ） 前年度同一事業なし

事　　業　　名 備　　考

イリス・ロビーコンサート　NO.1
人見珠代（ﾒｿ･ﾞｿﾌﾟﾗﾉ）・山崎範子（ﾋﾟｱﾉ）

前年度同一事業なし

大ホール演奏体験　2回
ワンコインdeスタンウエイを弾いてみません
か?!

前年度同一事業なし

施設の利用状況
345 346

49,470 58,925

①久喜総合文化会館
・施設利用者数は、事業計画の目標値253,463人に対し、実績値275,239人となり、目
標値を21,776人上回った。
・施設利用者の実績値が計画時の目標値を大幅に増加した点を評価する。
②菖蒲文化会館
・施設利用者数は、事業計画の目標値51,522人に対し、実績値49,942人となり、目標
値を1,580人下回った。
・指定管理者として初年度であったことが一因であろうが、利用者数が昨年を下回っ
たことによる評価である。
・久喜総合文化会館での実績、ノウハウを活かし、今後4年間に期待したい。
③栗橋文化会館
・施設利用者数は、事業計画の目標値57,701人に対し、実績値49,470人となり、目標
値を8,231人下回った。
・指定管理者として初年度であったことが一因であろうが、利用者数が昨年を下回っ
たことによる評価である。
・久喜総合文化会館での実績、ノウハウを活かし、今後4年間に期待したい。
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4

①久喜総合文化会館

苦情件数 （前年度）

実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

文化会館サイエンス棟1階トイレ（女性
用）をせめて1つは洋式にして欲しい。

11月に、「市長への提言」として手紙を頂きま
した。昭和62年の竣工時から全て和式便器で
あったため、主管部署と協議の上、高齢者の
方々が楽に利用できるよう、1か所を洋式
（ウォシュレット付）としました。

ホールの女性用トイレには、ウォシュレッ
トがあるようだが、男性用トイレにはな
い。トイレを使用したときに、清潔にした
い。男性用トイレにも取り付けてほしい。

対応内容

貸館利用本番演奏中、ピアノの鍵盤中央
「ド」が戻らなくなった。

アンケート調査
の実施状況

自主事業開催日

自主事業すべてにおいて開催日に実施した。（平均回収率　25.9％）

各事業ともに6～9項目にわたりアンケートを実施し、毎年度事業報告書とともに自己
評価報告書として提出している。
満足度に関しては、全事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後の評価を得
ている。
中でも、久喜ゆかりのコンサート気軽にクラッシック：98%、Kiroroコンサート：98%、島津
亜矢コンサート：97%、ロビーコンサート吉田安梨沙（メゾソプラノ）：97%、伝統芸能まつ
り日本風曲芸：96%、こどもオペラ泣いた赤鬼：95%、久喜第九スペシャルコンサート：
95%、みんなのうたコンサート：95%、久喜シネマ倶楽部「あん」：94%、ロビーコンサート
山田友里恵（ヴァイオリン）：93%、よしもとお笑いまつりin久喜：93%、寄席久喜亭落語
達者★参：90%、プラネタリウムコンサート2件とも90％以上と高く評価を得ている。
その他、ロビーコンサート山中佑美＆小山田萌（マリンバ）：89%、水森かおりコンサー
ト：85%、プラネタリウムコンサートバリトン＆ピアノ：84%と好評価を得ている。

大ホールを利用されるお客様の要望により設
置しました。

広域文化展示室前を利用されるお客様
より、展示室ドア入口前が暗い。明るくし
てほしい。

エントランス前の照明は、12Ｗの電球で設置
されているため、十分な明るさを確保できてな
い。展示室前で受付などされるお客様の要望
を受け「ＬＥＤ照明」13Ｗを5か所設置しました。
100Ｗに近い明るさがあり満足を頂きました。

利用者満足度〔有効性〕

苦情対応実績

5件 5件

主な苦情

緊急避難と考え、鍵盤を引出し、不良の鍵盤を数
回たたき、正常に戻ったところで、残りのプログラム
を終了。後日、保守点検業者に来館していただき、
原因を調査したところ、隙間から「ゴミ」が落ちたこ
とによるものと判明。ピアノ本体に異常はないこと
が解った。このことを、主催者に報告、承諾して頂
きました｡

会館裏駐車場園庭に隣接する住宅のお
家より、会館の樹木が繁殖していて、自
宅の庭の畑に光が当らない｡樹木を切っ
てほしい。

お客様の声を聞き、現状を確認し、畑に植えている
ねぎなどに光が当たってないことを確認しました。
よって、畑にかかっている2本の樹木（どんぐりの
木）を、造園業者に依頼し、剪定しました。お客様
より速やかに剪定していただいたと感謝の言葉を
頂きました。
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②菖蒲文化会館

苦情件数 （前年度）

苦情対応実績

2件 0件

主な苦情 対応内容

夏の暑さにもかかわらず、ホールの冷房
が効かない。

開館後19年経過し設備の老朽化が進む中で
検討した結果、部品交換で対応しました。

1ヶ月以上前から図書室入口の冷水器の
給水栓が壊れていてレバーが空回りし、
水が飲みづらいので修理か新しいものに
換えてほしい。

利用者満足度向
上への取組み

・平成28年度、菖蒲文化会館・栗橋文化会館が指定管理者となり、久喜総合文化会館と
3館となったことから、民間として会館運営にあたることで、会館利用者の方々に柔軟な
対応を行なうこと、そして、お互い連携を図ることを会館従業職員一同に周知し取り組ん
でまいりました。
・喫茶室廻りウッドデッキを現行テラスの外側に増設設置してほしいとの要望があり、手
摺り設置を含めて工事を行いました。
・「市長への提言」として、サイエンスホール棟1階女子トイレに洋便器がない「洋便器にし
てほしい」との要望があり、改修工事を行いました｡その際、併せてウォシュレットにしまし
た。
・以前から広域文化展示室前の「エントランスが暗い」との意見があり、それを受け、ＬＥＤ
照明のダウンライトを増設しました。
・冬季になりますと、大ホール客席用トイレ便器の便座が冷たいとの声も多いことから、
男性トイレにウォシュレットを取付けました。
・経年劣化により研修室1の「カーテン」及びホール楽屋の「更衣用カーテン、楽屋裏入口
カーテン」防炎用（消防法による）に取替ました。
・サイエンスホール1階トイレの汚水管破損詰まり改修工事（緊急対応）　、会館地下1階
の給水管漏水補修（漏水対策）、会館地下1階の中央監視装置周辺機器修繕、会館地下
1階の空調機圧縮機のオイルポンプメカニカルシールを交換、1階屋内消火栓ホース交
換（消防法による）、サイエンスホール2階の男子トイレ洗面所照明機器交換、非常用自
家発電設備不具合部品交換、事務所前通路誘導灯表示板修繕取替（消防法による）、
会館地下1階の屋内消火栓フロートレススイッチ不良交換（消防法による）、展示室用
テーブル破損溶接工及び金具交換、ホール入口アプローチインターロッキング修繕（安
全対策）、会館裏駐車場「スロープ利用者案内看板」制作設置及び障害者駐車場「ペイ
ント修繕」（障がい者対応）、逆走防止のため「路面標示進入禁止マーク」設置（安全対
策）、劣化により舞台照明作業灯回路及びフォロースポットライトレンズ交換、ヤマハピア
ノ椅子入替え及びピアノ補助ペタル2基導入、大ホールピアノ運搬台車ベアリング交換な
ど、お客様に支障をきたさぬよう対応しました。
・平成23年度、障がい者車両について、プラネタリウム団体投映等の予約に限って、ふ
れあい広場内に駐車することを柔軟に受入れ、対応していました。その後、平成24年度
に提案した「提案書」が承認されたことにより、簡易修繕（費用は、234,150円）で、正式
に、ふれあい広場スロープ脇に「障がい者用専用駐車場」3台分の駐車マスを設置しまし
た。その結果、障がいのある方が容易に会館へ来館できるようになりました。利用件数
は、平成26年度98件、27年度95件、28年度91件でした。
・手話等の研修を実施し、職員の対応技術の強化を図りました。
・2級サービス介助士資格2名取得、更に、26年4月入社の総務課長1名取得し、3名体制
となり、障がいのある方が来館され場合により一層対応できる体制となりました（平成24
年7月に1名、同年11月に1名が取得）。

開館後19年経過し設備の老朽化が進む中で
検討した結果、部品交換で対応しました。
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実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

利用者満足度向
上への取組み

③栗橋文化会館

苦情件数 （前年度）

実施有無 有 実施日 無

実施内容

実施結果

自主事業開催日

自主事業すべてにおいて開催日に実施した。（平均回収率　49.3％）

アンケート調査
の実施状況

・平成28年度、菖蒲文化会館・栗橋文化会館が指定管理者となり、久喜総合文化会館と
3館となったことから、民間として会館運営にあたることで、会館利用者の方々に柔軟な
対応を行なうこと、そして、お互い連携を図ることを会館従業職員一同に周知し取り組ん
でまいりました。
・ホールの空調機に不具合があり、冷房が効かないとの利用者の声を聞き、部品交換す
ることで一時的な修繕を行ないました｡
・1階図書室前の冷水器の修繕を行いました（市長への提言として要望あり）。
・常設展示室蛍光灯安定器交換及び1階非常灯安定器交換、消火器・非常用放送設備
工事（消防法による）、多目的室LED蛍光灯交換（環境対策） 、利用者の声に応えウォ
シュレット設置（環境整備）、出入口点字ブロック部分補修（安全対策）、玄関上部ハト糞
害対策工事（環境対応）、1階障がい者トイレウォシュレット操作部基盤キット部品交換、
楽屋1・2間パーテーション修理及び多目的室パーテーション修理、テーブルキャスター破
損備品交換　、1階男子トイレ便器詰まり高圧洗浄清掃、アミーゴ3階漏水調査などお客
様に支障のないよう対応しました。
・手話等の研修を実施し、職員の対応技術の強化を図りました。

苦情対応実績

1件 0件

主な苦情 対応内容

プロジェクターを備品として置いてほし
い。

自主事業すべてにおいて開催日に実施した。（平均回収率　47.5％）

検討させて頂きますと回答。この要望により、
平成28年11月導入しました。

各事業ともに6～9項目にわたりアンケートを実施して自己評価を実施しまし
た。
満足度に関しては、全事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後の評
価を得ました。
中でも、ロビーコンサートNO.2 ピアノとフルートの世界：100%、ロビーコンサート
NO.1メゾ・ソプラノとピアノ：95%、ホール演奏体験：94%、ドミトリー・シシキン ピ
アノリサイタル：94%、キッズ・アート・ワールドサンタを描こう：90%、イリス合唱
祭（支援）：91%と高い評価を得ました。
他にも、カルチャー倶楽部（一般向け）：93%、　カルチャー倶楽部（子ども向
け）：91%と好評価を得ています。

各事業ともに6～9項目にわたりアンケートを実施して自己評価を実施しまし
た。
満足度に関しては、全事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後の評
価を得ました。
中でも、ケロポンズ：99%、ともしび音楽コンサート：93%、ロビーコンサートVol.1：
91%と高く評価を得、また、久喜シネマ倶楽部ベトナムの風に吹かれて：88%と
高い評価を得ました。
その他、カルチャー倶楽部でも96％の好評価を得ています。

アンケート調査
の実施状況

自主事業開催日
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利用者満足度向
上への取組み

 

評価

B+

18

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

・平成28年度、菖蒲文化会館・栗橋文化会館が指定管理者となり、久喜総合文化会館と
3館となったことから、民間として会館運営にあたることで、会館利用者の方々に柔軟な
対応を行なうこと、そして、お互い連携を図ることを会館従業職員一同に周知し取り組ん
でまいりました。
・お客様がトイレ便器が冷たいとの意見を多く受け、ウォシュレットを取付ました。
・障がい者の方が容易に入館できるように、正面玄関前段差を解消するため、スロープ
を設置しました（障がい者対応）。
・事務所及びボランティアの蛍光灯をLEDに取替ました（環境対策）。
・女子トイレ用擬音装置（音姫）露出タイプを設置しました（環境対策）。
・冷却塔自動制御機器交換を交換しました。
・自火報受信機防排煙用非常電源修繕及び光電式スポット型感知器2種交換（消防法に
よる）、電気陶芸窯修繕などお客様に支障をきたさぬよう対応しました。
・手話等の研修を実施し、職員の対応技術の強化を図りました。

①久喜総合文化会館
・各事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後に達していることを評価する。
・利用者の声を積極的に反映させ、トイレを改修したり、照明を増設するなどに加え、
施設を維持管理するために必要な措置を適切に講ずるなど、利用者と施設を配慮し
た対応について高く評価する。
②菖蒲文化会館
・各事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後に達していることを評価する。
・利用者の声を反映させたり、快適な利用に努めるなど、施設の維持管理のために必
要な措置を適切に講じており、利用者と施設を配慮した対応について高く評価する。
③栗橋文化会館
・各事業において「大満足」「満足」の合計が90％前後に達していることを評価する。
・利用者の声を反映させたり、快適な利用に努めるなど、施設の維持管理のために必
要な措置を適切に講じており、利用者と施設を配慮した対応について高く評価する。
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5

①久喜総合文化会館

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

利用料金収入

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ収入

文化事業収入

雑収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

管理費

委託料

事業費

事務費

諸経費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

②菖蒲文化会館

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

利用料金収入

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ収入

文化事業収入

雑収入

収入合計

補足説明

300 1,485 0

47,605 47,335 0

0 0 0

1,347 1,028 0

43,160 41,684 0

2,798 3,138 0

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

183,582 178,449 173,973

0 8,520 11,746

34,940 36,287 28,625

4,800 4,800 4,800

78,218 75,338 70,327

65,624 62,024 70,221

183,582 186,969 185,719

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

24,340 26,858 20,058

1,700 1,439 1,892

42,554 43,617 44,421

1,350 1,417 1,410

113,638 113,638 117,938

収支状況〔効率性〕

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考
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(2) 支出状況 （単位千円）

項目

管理費

委託料

事業費

事務費

諸経費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額

③栗橋文化会館

(1) 収入状況 （単位千円）

項目

指定管理料

利用料金収入

ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ収入

文化事業収入

雑収入

収入合計

補足説明

(2) 支出状況 （単位千円）

項目

管理費

委託料

事業費

事務費

諸経費

支出合計

補足説明

（単位千円）

収支差額 0 -864 0

300 300 0

42,827 44,657 0

13,869 16,111 0

2,405 1,477 0

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

26,253 26,769 0

400 514 0

42,827 43,793 0

0 0 0

905 1,105 0

36,688 36,369 0

4,834 5,805 0

0 -1,910 0

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

300 300 0

47,605 49,245 0

14,942 19,059 0

2,147 1,671 0

平成２８年度予算 平成２８年度決算 前年度実績(決算) 備　　考

30,216 28,215 0
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評価

B

11

6 管理運営〔適正性〕

①久喜総合文化会館

開館時間

休 館 日

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

実施済

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

エントランスロビー及び1階トイ
レのみ8時30分から使用可と
する

Ｈ23年4月

従来、会館の利用開始
時間前は、すべて施錠
して入館できませんでし
たが、平成23年4月から
カルチャーホールエント
ランスロビー及び1階トイ
レを使用できるようにし
ました。第2期目のご指
定を頂いた際に提案し
ています。

その他
委託先職員：設備3名、警備3名、清掃7名
舞台管理3名、プラネタリウム5名

職員の資質・能力向上のため、職員及び委託先職員を対象として、救急救命
ＡＥＤ取扱研修、避難訓練、手話講習会、個人情報保護研修等延べ5回実施し
た。

・開館日には事務室内に受付案内担当として2名、管理者が1～2名常駐。
・空調を含めた設備運転、日常清掃、警備業務、舞台管理業務は委託業者により実施。
・法定点検等施設設備の定期保守点検等は専門の業者に委託し実施。
・経年劣化による部品交換等、修繕費として45件実施。

企画提案内容 実施日 備　　考

施設の
運営業務

午前9時から午後9時30分まで

毎月第4火曜日、年末年始（12/28～1/4）

管理体制

スタッフ11名体制
正職員4名（館長1名、課長2名、主任1名）
臨時職員6名（受付業務担当シフト勤務）、
受付常勤職員1名

①久喜総合文化会館
・収入合計について、予算額と比較し、増加させた点を評価する。
・収支差額を8,520千円の黒字としたことを評価する。
・収益の5％相当額を次年度の修繕費、備品購入費に充当する。
②菖蒲文化会館
・収入合計について、予算額と比較し、減額となっている点を評価した結果になってい
る。
・収支差額が1,910千円の赤字となったことも評価に影響している。
③栗橋文化会館
・収入合計について、予算額と比較し、増加させた点を評価する。
・収支差額が864千円の赤字となったことも評価に影響している。
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平　 日・全日　106,000円⇒100,000円

土日祝・全日　137,000円⇒130,000円

◇小ホール

平　 日・全日　31,000円⇒　30,000円

実施済 市内循環バス

実施済
赤ちゃん

の駅

実施済
主催者
控室2

実施済
カルチャー
ホールエント
ランスロビー

実施済

実施済

障がい者割引制度の実施 Ｈ23年10月

自主事業鑑賞に同行さ
れる同伴の方を10%割引
します。平成23年度タケ
カワ・ユキヒデコンサート
において実施以降、随
時実施しています。

ポイントカードの発行
（H28年4月～3館共通）

Ｈ23年4月

指定期間内で、5つの自
主事業のチケットを購入
された方に、次回購入
時に1,000円の割引を実
施するものです（H28年4
月～3館共通）。

授乳室の常設 Ｈ23年6月
「赤ちゃんの駅」として設
置しています。

電子ポスターの設置 Ｈ23年10月
事業案内を中心に情報
提供しています。

バス広告の活用 Ｈ23年4月

自主事業の実施時に有
効な手段として、バスの
車体に広告を掲載しま
す。

【利用料金の変更】

実施済

託児サービスの実施 Ｈ24年1月

赤ちゃんの駅として使用
している部屋に絵本や
おもちゃを揃え、適宜、
使い分けています。イベ
ントでお預かりする場合
は諸室を使用します。

Ｈ23年4月

久喜総合文化会館条例
第17条第2項及び第18
条、市長承認により減額
を実施しました。第2期
目のご指定を頂いた際
に提案しています。

◇大ホール
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実施済

実施済

実施済

実施済

実施済 事務所

実施済
情報セン
ター入口横

集団視聴システムの導入 Ｈ28年4月

視聴器を利用している
方が一般の方同様に施
設を利用しやすくするた
め導入しました。菖蒲・
栗橋文化会館と共有し
使用します。

利用者専用課金型コピー機設
置

Ｈ28年4月
貸館利用者や講座事業
受講者等の利便性を図
るために導入しました。

プラネラリウムにおける天文自
然クラブとの連携

Ｈ23年4月

プラネタリウムの愛好者
を中心に会員を募り、
「天文自然クラブ」のクラ
ブメンバーによる天文を
テーマにしたプログラム
作成、参加やクラブメン
バーが講師となって子ど
もたちとの交流を行いま
す｡

視聴覚室音響、広域展示室ホ
ワイトボード無料化

Ｈ28年4月

久喜総合文化会館条例
及び同施行規則を改正
せず、条例第17条第2項
及び18条、市長の承認
により減額を実施しまし
た。第3期のご指定を頂
いた際に提案していま
す。

収益の還元 Ｈ24年7月

平成23年度収益の5％
相当額（645千円）、平成
24年度も5%相当額（484
千円）、平成25年度5%相
当額（508千円）、平成26
年度5％還元額（205千
円）、平成27年度5%相当
額（591千円）を備品購
入費に充当しました。

プラネタリウムホールの貸ホー
ル利用

Ｈ26年3月

提案書で示した「サービ
ス等を向上させるため
の方策」のうち、利用環
境改善によるサービス
向上策として、プラネタリ
ウムの貸ホール利用を
実施し、継続していま
す。

研修室1のアップライトピアノ利
用料に無料化 実施済 Ｈ23年4月

久喜総合文化会館条例
及び同施行規則を改正
せず、条例第17条第2項
及び18条、市長の承認
により減額を実施しまし
た。第2期のご指定を頂
いた際に提案していま
す。2,000円⇒0円
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実施済

実施済

実施済 事務所

実施済
エントランス

ロビー

実施済

実施済

実施済施設一括のパンフレット整備 H29年3月
3施設の情報を一括で得
られるパンフレットを新
規に整備しました。

施設の特徴づけの実施
Ｈ28年5月
及び11月

春には、エントランスに
鯉のぼりを取付け、冬に
は、エントランスにイルミ
ネーション、及び、会館
入口にはトナカイのイル
ミネーションを点灯して
います。

高齢者・障がい者割引制度の
設定

Ｈ28年10月

主催する自主事業にお
いて導入し、3館に足を
運びにくい高齢者・障が
い者の皆様が文化活動
に参加するきっかけを提
供するものです。

物販サービスの実施 Ｈ28年6月

利用促進のために、傘
やオムツなどの利便性
を図るため導入しまし
た。

インターネット接続サービス
（フリースポット）

Ｈ28年8月

利用促進のため、「フ
リースポット」コンピュー
ターの無線LANを使用
できるようにしました。

弁当代行手配サービス Ｈ28年4月

弁当等の手配を利用申
し込み時に受け、代行
手配します。依頼先は
市内業者を中心に複数
選定し、様々なニーズに
対応します。

3館一括のホームページの開
設・運用

Ｈ28年4月

3館一括のホームページ
を開設し、施設案内、催
し物、チケットなどに関
する情報を発信し、施設
のＰＲと利用を促進しま
す。
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②菖蒲文化会館

開館時間

休 館 日

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

実施済
エントランス
ロビー

実施済
エントランス
ロビー

実施済
事務所カウ
ンター

実施済
エントランス
1階階段下

実施済

実施済 事務所

実施済

実施済

実施済
エントランス
ロビー

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況

弁当代行手配サービス Ｈ28年6月

弁当等の手配を利用申し
込み時に受け、代行手配し
ます。依頼先は市内業者を
中心に複数選定し、様々な
ニーズに対応します。

インターネット接続サービス
（フリースポット）

H28年11月

利用促進のため、「フリース
ポット」コンピューターの無
線ＬＡＮを使用できるように
しました。

物販サービスの実施 Ｈ28年6月
傘やオムツなど利便性を図
るため導入しました。

3館共通ポイントカードの発行 Ｈ28年4月

指定期間内で、5つの自主
事業のチケットを購入され
た方に、次回購入時に
1,000円の割引を実施する
ものです。

授乳室の整備 Ｈ28年4月

授乳中の母親からの利用
希望が強く、育児世代の施
設利用促進のため設置し
運用しています。

利用者専用課金型コピー機設
置

Ｈ28年4月

3館一括ホームページの開設・
運用

Ｈ28年4月
施設案内、公演案内（催し
物）、チケット状況など表示
しています。

備　　考

電子ポスターの設置 Ｈ28年4月
事業案内を中心に情報提
供しています。

貸館利用者や講座事業受
講者等の利便性を図るた
めに導入しました。

筆談器の設置 Ｈ28年4月
誰にでも開かれた施設利
用環境を確保します。

施設の
運営業務

午前9時から午後9時30分まで

毎月第2水曜日、年末年始（12/28～1/4）

管理体制

スタッフ　7名体制
正職員2名（館長1名、総務担当1名）
臨時職員5名（受付業務担当3名、夜間業務担
当2名ｼﾌﾄ勤務、葉のん店長1名）

その他
委託先職員：清掃4名、
舞台管理1名（公演時、打合せ時）

職員の資質・能力向上のため、職員及び委託先職員を対象として、救急救命
ＡＥＤ取扱研修、避難訓練、手話講習会、個人情報保護研修等延べ5回実施し
た。

・開館日には事務室内に受付案内担当として1名、管理者が1名常駐。夜間常駐1名。
・日常清掃、舞台管理業務、警備業務は委託業者により実施。
・法定点検等施設設備の定期保守点検等は専門の業者に委託し実施。
・経年劣化による部品交換等、修繕費として24件実施。

企画提案内容 実施日
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実施済

実施済

実施済

③栗橋文化会館

開館時間

休 館 日

職員研修

施設の維持
管理業務

進捗状況 実施場所

実施済
エントラン
スロビー

実施済
エントラン
スロビー

実施済
事務所カ
ウンター

実施済
ボランティ
ア室

実施済

指定管理者の
提案による新た
な取組みとその

実施状況
電子ポスターの設置 Ｈ28年4月

施設一括のパンフレット整備

授乳室の整備 Ｈ28年4月

授乳中の母親からの利
用希望が強く、育児世代
の施設利用促進のため
設置し運用しています。

利用者専用課金型コピー機設
置

Ｈ28年4月

3館一括ホームページの開設・
運用

Ｈ28年4月

3館一括のホームページを
開設し、施設案内、催し物、
チケットなどに関する情報
を発信し、施設のＰＲと利用
を促進します。

貸館利用者や講座事業
受講者等の利便性を図
るために導入しました。

筆談器の設置 Ｈ28年4月
誰にでも開かれた施設
利用環境を確保します。

委託先職員：清掃4名、
舞台管理1名（公演時、打合せ時）

職員の資質・能力向上のため、職員及び委託先職員を対象として、救急救命
ＡＥＤ取扱研修、避難訓練、手話講習会、個人情報保護研修等延べ5回実施し
た。

・開館日には事務室内に受付案内担当として1名、管理者が1名常駐。夜間1名常駐。
・日常清掃、舞台管理業務、警備業務は委託業者により実施。
・法定点検等施設設備の定期保守点検等は専門の業者に委託し実施。
・経年劣化による部品交換等、修繕費として15件実施。

企画提案内容 実施日 備　　考

事業案内を中心に情報
提供しています。

H29年3月
3施設の情報を一括で得ら
れるパンフレットを新規に
整備しました。

施設の
運営業務

午前9時から午後9時30分まで

毎月第3火曜日、年末年始（12/28～1/4）

管理体制

スタッフ　6名体制
正職員2名（館長1名、総務担当1名）
臨時職員4名（受付業務担当2名、夜間業務担
当2名ｼﾌﾄ勤務）

その他

施設の特徴づけの実施 H28年11月
冬場にはエントランスにイ
ルミネーション点灯していま
す。

バス広告の活用 H29年2月

自主事業の実施時に有効
な手段として、バスの車体
に広告「ケロポンズ」を掲載
しました。
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実施済 事務所

実施済

実施済
エントラン
スロビー

実施済

実施済

評価

B+

13

Ｈ29年3月
3施設の情報を一括で得
られるパンフレットを新
規に整備しました。

インターネット接続サービス
（フリースポット）

Ｈ28年11月

利用促進のため、「フ
リースポット」コンピュー
ターの無線ＬＡＮを使用
できるようにしました。

施設の特徴づけの実施 Ｈ28年11月
冬場にはエントランスに
イルミネーション点灯し
ています。

施設一括のパンフレット整備

物販サービスの実施 Ｈ28年6月
傘やオムツなど利便性
を図るため導入しまし
た。

3館共通ポイントカードの発行 Ｈ28年4月

指定期間内で、5つの自
主事業のチケットを購入
された方に、次回購入
時に1,000円の割引を実
施するものです。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

①久喜総合文化会館
・施設の管理運営については、組織、維持管理業務委託先、職員研修等、事業計画
どおり、適切に行なわれている。
・維持管理に係る修繕については、事業計画では23件を予定していたが、それを上回
る45件について適切に対応したことを評価する。
・収益の5％相当額を次年度の修繕費、備品購入費に充当する。
②菖蒲文化会館
・施設の管理運営については、組織、維持管理業務委託先、職員研修等、事業計画
どおり、適切に行なわれている。
・維持管理に係る修繕については、事業計画では8件を予定していたが、それを上回
る24件について適切に対応したことを評価する。
③栗橋文化会館
・施設の管理運営については、組織、維持管理業務委託先、職員研修等、事業計画
どおり、適切に行なわれている。
・維持管理に係る修繕については、事業計画では3件を予定していたが、それを上回
る15件について適切に対応したことを評価する。
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7 その他〔適正性〕

①久喜総合文化会館

情報提供・広報
活動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

②菖蒲文化会館

情報提供・広報
活動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

・会館独自のホームページを開設　Ｈ24.2更新
・市内循環バス広告掲載　Ｈ23.4～
・メールマガジンの定期配信
・会館利用案内（インフォメーション冊子・手引き冊子）刷新　Ｈ23.12
・横断幕設置（久喜第九演奏会、フレンドシップデー及び各公演）久喜駅西口ペデストリ
アンデッキ、会館建物壁面へ掲載　Ｈ23.10～
・電子ポスター機器導入エントランスロビーへ設置　自主事業プロモーションビデオ再生
Ｈ23.10.12
・会館利用案内（インフォメーション冊子・手引き冊子）刷新　Ｈ25.11
・3館一括のホームページの開設・運用　Ｈ28.4更新
・施設一括のパンフレット整備　H29.3リニューアル

・久喜市個人情報保護条例、社内個人情報規程に基づき厳正に取組んでいる。
・本社内の内部監査員による個人情報取扱に関する内部監査実施。
・個人情報取扱に関する研修の実施と「フレンズ」の会員名簿、貸館利用申込書、舞台
打合せ記録簿等は施錠のできる書庫への格納を徹底している。

・公共施設として、災害発生時には救護所となる施設であることを十分に認識し、ＡＥＤの
設置等指定管理者として万全を期す体制づくりを行なっている。（Ｈ28.9　機器更新）
・救急救命、避難誘導訓練、防火設備取扱訓練、屋外消火栓取扱訓練、防犯研修等を
実施。
・緊急時への対応として、緊急連絡網を会館従事者、市担当課、ケイミックス本社担当部
等を網羅して構築している。

・電子ポスター機器導入エントランスロビーへ設置　会館案内及び自主事業プロモーショ
ンビデオ再生　Ｈ28.4
・会館利用案内　従来の案内利用　H28.4
・3館一括のホームページの開設・運用　Ｈ28.4更新
・メールマガジンの定期配信　H28.4～
・市内循環バス広告掲載　Ｈ29.2
・施設一括のパンフレット整備　H29.3リニューアル

・久喜市個人情報保護条例、社内個人情報規程に基づき厳正に取組んでいる。
・本社内の内部監査員による個人情報取扱に関する内部監査実施。
・個人情報取扱に関する研修の実施と「フレンズ」の会員名簿、貸館利用申込書、舞台
打合せ記録簿等は施錠のできる書庫への格納を徹底している。

・公共施設として、災害発生時には救護所となる施設であることを十分に認識し、ＡＥＤの
設置等指定管理者として万全を期す体制づくりを行なっている。（Ｈ26.11　機器更新）
・救急救命、避難誘導訓練、防火設備取扱訓練、屋外消火栓取扱訓練、防犯研修等を
実施。
・緊急時への対応として、緊急連絡網を会館従事者、市担当課、ケイミックス本社担当部
等を網羅して構築している。
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③栗橋文化会館

情報提供・広報
活動の実施状況

個人情報保護に
関する取組み

防災対策等、
緊急時への対応

評価

C+

7

・久喜市個人情報保護条例、社内個人情報規程に基づき厳正に取組んでいる。
・本社内の内部監査員による個人情報取扱に関する内部監査実施。
・個人情報取扱に関する研修の実施と「フレンズ」の会員名簿、貸館利用申込書、舞台
打合せ記録簿等は施錠のできる書庫への格納を徹底している。

・公共施設として、災害発生時には救護所となる施設であることを十分に認識し、ＡＥＤの
設置等指定管理者として万全を期す体制づくりを行なっている。（Ｈ27.3　機器更新）
・救急救命、避難誘導訓練、防火設備取扱訓練、屋外消火栓取扱訓練、防犯研修等を
実施。
・緊急時への対応として、緊急連絡網を会館従事者、市担当課、ケイミックス本社担当部
等を網羅して構築している。

施設所管課
の一次評価

（Ａ、Ｂ＋、Ｂ、Ｃ＋、
Ｃ、Ｃ－、Ｄ＋、Ｄ、

Ｅ）

・電子ポスター機器導入エントランスロビーへ設置　会館案内及び自主事業プロモーショ
ンビデオ再生　Ｈ28.4
・会館利用案内　従来の案内利用　H28.4
・3館一括のホームページの開設・運用　Ｈ28.4更新
・メールマガジンの定期配信　H28.4～
・施設一括のパンフレット整備　H29.3リニューアル

①久喜総合文化会館
・個人情報保護に関する取組みは久喜市条例、社内規定に基づき適正に取り組んで
いる。
・防災対策など緊急時に備え、休館日を利用して全職員による訓練を実施している。
・AEDの設置、使用訓練、機器更新を行なっており、利用者の救命措置を、舞台スタッ
フが行うことができる。
②菖蒲文化会館
・個人情報保護に関する取組みは久喜市条例、社内規定に基づき適正に取り組んで
いる。
・防災対策など緊急時に備え、休館日を利用して全職員による訓練を実施している。
・AEDの設置、使用訓練、機器更新を行なっており、利用者の救命措置を、舞台スタッ
フが行うことができる。
③栗橋文化会館
・個人情報保護に関する取組みは久喜市条例、社内規定に基づき適正に取り組んで
いる。
・防災対策など緊急時に備え、休館日を利用して全職員による訓練を実施している。
・AEDの設置、使用訓練、機器更新を行なっており、利用者の救命措置を、舞台スタッ
フが行うことができる。
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8 特記事項

①久喜総合文化会館

②菖蒲文化会館

・平成28年4月、1階事務所横に、レストラン「葉のん」をリニューアル開設しました。

・㈱テレビﾞ東京「木曜8時のコンサート」など、テレビの収録を積極的に誘致し、平成23年11月16日から実
施してきました。収録回数は、平成23年度3回、平成24年度5回、平成25年度2回、平成26年度2回、平成27
年度3回、平成28年度2回。テレビ収録により、当選された方が会館へ出向いていただくようになり、好評価
を得ています。平成28年度の利用料金収入は、1,253,250円、入場者数は、約2,000人です。これまでの累
計を見ますと、利用料金収入は、10,638,110円、入場者数は、26,000人を達成しています。今後も、テレビ
などの撮影や歌番組などを誘致していきます。

・簡易修繕費として、平成28年度計200万円を歳出予算に計上しました。施設の修繕箇所は、点検及び保
守点検等で発見しました。修繕の内容は、施設設備の経年劣化によるものが多く指摘され、不具合箇所等
について、迅速に対応しています。平成28年度には、修繕件数24件　修繕費合計2,007,945円の修繕を実
施しました。
・みどりのカーテンとして、ゴーヤを鉢植えし、会館駐輪場脇に設置しました。

・「久喜の水」の自動販売機を設置し、販売を継続中です。平成24年3月1日設置以降、平成29年3月末時
点で7,056本を納入しました。

・久喜市観光協会と連携を図り、ホール公演開催時、エントランスロビーにお店を出店し、地産品の販売を
実施しました。（㈱テレビ東京　木曜8時のコンサート収録時）

・平成25年度利益還元の備品購入費として、大ホールホワイエへ「60インチテレビ」を、小ホールホワイエ
へ「32インチテレビ」を購入し、それぞれ舞台モニター用として設置しました。更に、大ホール舞台下手へ
「32インチテレビ」を購入し、地震などの災害発生時に、来場者への情報提供手段として設置しました。
・平成26年度利益還元の備品購入費としては、電気ポット及び傘たてスタンドを購入しました。
・平成27年度利益還元の備品購入費としては、小ホール舞台下手へ「32インチテレビ」を購入し、地震など
の災害発生時に、来場者への情報提供手段として設置しました。また、お客さまの提案により、ギター用ア
ンプスピーカーなどの音響機器を購入し、研修室1で使用可能としました。更に、移動式スポットクーラーな
ども導入しました。

・みどりのカーテンとして、ゴーヤを鉢植えし、会館東南側入口に設置しました。

・指定管理業務を開始した平成18年4月1日より広域文化展示室附属施設の長机、椅子、及び、研修室1の
アップライトピアノの無料化を実施し継続中です。また、平成28年4月1日より視聴覚室の音響装置・広域文
化展示室のホワイトボードを無料化としました。

・簡易修繕費として、平成28年度計600万円を歳出予算に計上しました。施設の修繕箇所は、点検及び保
守点検等で発見しました。修繕の内容は、施設設備の経年劣化によるものが多く指摘され、不具合箇所等
について、迅速に対応しています。平成28年度には、修繕件数45件　修繕費合計6,000,085円の修繕を実
施しました。
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③栗橋文化会館

9 総合評価

指定管理者のかかわり（施設所管課にて記載する）

施設所管課の一次評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
 Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

A(85点以上95点未満) 85

①久喜総合文化会館
・毎月1回定期的に指定管理者と調整会議を行い、調整を図っている。
・不定期に施設を訪問し、施設の管理状況や職員体制を確認している。
・生活安全課内に指定管理者宛の連絡箱を設置し、庁舎内外の情報を提供することにより、情報を共有し意思疎通
を図っている。
・文化会館の勤務ローテーションを提出させ、連絡調整に活用している。
・施設の老朽化や機能劣化にともなう施設の不具合が発生した場合、速やかに協議し、協定書にもとづき、指定管理
者で修繕できないものについては、市で対応している。施設運営に影響を及ぼす改修については計画的に対応して
いる。
②菖蒲文化会館
・毎月1回定期的に指定管理者と調整会議を行い、調整を図っている。
・不定期に施設を訪問し、施設の管理状況や職員体制を確認している。
・生活安全課内に指定管理者宛の連絡箱を設置し、庁舎内外の情報を提供することにより、情報を共有し意思疎通
を図っている。
・文化会館の勤務ローテーションを提出させ、連絡調整に活用している。
・施設の老朽化や機能劣化にともなう施設の不具合が発生した場合、速やかに協議し、協定書にもとづき、指定管理
者で修繕できないものについては、市で対応している。施設運営に影響を及ぼす改修については計画的に対応して
いる。
③栗橋文化会館
・毎月1回定期的に指定管理者と調整会議を行い、調整を図っている。
・不定期に施設を訪問し、施設の管理状況や職員体制を確認している。
・生活安全課内に指定管理者宛の連絡箱を設置し、庁舎内外の情報を提供することにより、情報を共有し意思疎通
を図っている。
・文化会館の勤務ローテーションを提出させ、連絡調整に活用している。
・施設の老朽化や機能劣化にともなう施設の不具合が発生した場合、速やかに協議し、協定書にもとづき、指定管理
者で修繕できないものについては、市で対応している。施設運営に影響を及ぼす改修については計画的に対応して
いる。

評価 総合得点

・簡易修繕費として、平成28年度計200万円を歳出予算に計上しました。施設の修繕箇所は、点検及び保
守点検等で発見しました。修繕の内容は、施設設備の経年劣化によるものが多く指摘され、不具合箇所等
について、迅速に対応しています。平成28年度には、修繕件数15件　修繕費合計2,005,065円の修繕を実
施しました。
・みどりのカーテンとして、ゴーヤを鉢植えし、図書館入口脇外側に設置しました。
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施設所管課の判断理由
①久喜総合文化会館
・大小ホールの鑑賞事業をはじめ、ロビーやプラネタリウムを活かしたコンサート、学校訪問し教養を深めるアウトリー
チ（現場出張）公演など、施設の設置目的である教育文化の向上や市民福祉の増進のために取り組んでいる。また、
恒例のフレンドシップデーを開催し、多くの集客を図るとともに、市民や文化関係団体、市と連携を図りながら、芸術
文化の振興に寄与している。
・クラシックから純邦楽までの鑑賞事業や、体験を大切にした地域文化育成事業の内容を見ると、子どもからお年寄
りまで幅広い年齢層を対象とした自主文化事業となっており、優れた企画力を発揮し、創意工夫が感じられる。
・アンケート結果から得られる入場者の高い満足度から判断すると、地域の特徴や利用者の構成をよく把握して企画
されていると判断できる。
・利用者からの要望のあったトイレ改修など、利用者を快適な利用を第一に考えた結果が、顧客満足度を高める要因
と思われる。
・収支差額を見ると、8,520千円の利益を生み出している。
・修繕費として600万円を年間予算に計上し、必要性、緊急性を考慮するとともに、迅速に対応している。また、その都
度、相談、報告がある。
・指定時の提案内容を着実に実行している。
・指定管理者が提案した収益の5％相当額が還元され、備品購入費に充当されている。
②菖蒲文化会館
・ホールの鑑賞事業をはじめ、ロビーを活かしたコンサートなど、施設の設置目的である教育文化の向上や市民福祉
の増進のために取り組んでいる。また、市民や文化関係団体、市と連携を図りながら、芸術文化の振興に寄与してい
る。
・音楽や映画といった鑑賞事業や、体験を大切に教養を深める講座事業の内容を見ると、子どもからお年寄りまで幅
広い年齢層を対象とした自主文化事業となっており、創意工夫が感じられる。
・アンケート結果から得られる入場者の高い満足度から判断すると、地域の特徴や利用者の構成をよく把握して企画
されていると判断できる。
・利用者からの要望のあった冷水機の修繕など、利用者を快適な利用を第一に考えた対応が見られる。
・収支差額を見ると、1,910千円の赤字となってしまった。
・修繕費として200万円を年間予算に計上し、必要性、緊急性を考慮するとともに、所管課とも協議しながら、迅速に
対応している。
・指定時の提案内容を着実に実行している。
③栗橋文化会館
・地域文化支援事業をはじめ、ロビーを活かしたコンサートなどの鑑賞事業、体験講座など、施設の設置目的である
教育文化の向上や市民福祉の増進のために取り組んでいる。また、市民や文化関係団体、市と連携を図りながら、
芸術文化の振興に寄与している。
・音楽や絵画といった鑑賞事業、久喜市栗橋文化祭、イリス合唱祭などの地域文化支援事業、体験を大切に教養を
深める講座事業の内容を見ると、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層を対象とした自主文化事業となっており、創
意工夫が感じられる。
・アンケート結果から得られる入場者の高い満足度から判断すると、地域の特徴や利用者の構成をよく把握して企画
されていると判断できる。
・利用者からの要望のあった備品の整備など、利用者を快適な利用を第一に考えた対応が見られる。
・収支差額を見ると、864千円の赤字となってしまった。
・修繕費として200万円を年間予算に計上し、必要性、緊急性を考慮するとともに、所管課とも協議しながら、迅速に
対応している。
・指定時の提案内容を着実に実行している。
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公の施設管理運営検討委員の判断理由

評価公の施設管理運営
検討委員会の評価
（S、A、Ｂ＋、B、C＋、Ｃ、
Ｃ－、Ｄ＋、D、E）

Ｂ＋

・施設の設置目的である教育文化の向上や市民福祉の増進のために取り組み、多くの集客を図るととも
に、市と連携を図りながら、芸術文化の振興に寄与している。また、子どもからお年寄りまで幅広い年齢層
を対象とした自主文化事業など、優れた企画力を発揮し、創意工夫が感じられる。
・菖蒲文化会館及び栗橋文化会館ロビーに電子ポスター機器を設置し、会館案内及び自主事業のプロ
モーションビデオの再生、３館一括のホームページの開設、施設一括のパンフレット整備など、３館一括指
定管理の利点を生かした運営がなされている。
・３館ともアンケート結果では高い満足度が得られており、地域の特性を考慮しつつ、利用者の要望等を的
確に応え事業運営を行っていることは評価できる。
・各種修繕の必要性が高まる中で、維持管理のための修繕件数が計画を上回っており、適切に対処して
いることは評価できる。
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