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平成２７年度 指定管理者モニタリング結果

１ 実施事業及び内容等 ●実施事業：道の駅の管理運営

●実施期間：平成２７年８月８日～平成２８年３月３１日

●地域振興施設開館時間

(1) 多目的ホール   午前９時から午後８時３０分まで
(2) 情報発信コーナー  午前９時から午後５時まで
(3) 地域特産物販売所  午前９時から午後５時まで
(4) 農産物販売所    午前９時から午後６時まで
(5) 飲食物販売所

  ① フードコート 午前１０時から午後６時まで

  ② レストラン  午前１１時から午後８時３０分まで

(6) 地域利便施設   通年２４時間
●公衆トイレ（１箇所）開場時間 通年２４時間

●休館日：年末年始

●利用料金徴収状況

   別紙１ テナント収入 のとおり

２ 年間利用者数 ●年間利用者数   ５６１，９２５人

        （ 8月 8日から3月31日まで）

（１）地域振興施設  ４０９，７９２人

（２）公衆トイレ（24時間）

            ４２，４４９人

（12月25日から3月31日まで）

（３）コンビニレジ数 １０９，６８４人

           （ 8月 8日から3月31日まで）

※月別利用者数

平成２７年 ８月 １１６，３３６人

      ９月 １０５，８０１人

     １０月 ９０，２６４人

     １１月 ５５，８８１人

     １２月 ３７，２４１人

平成２８年 １月 ５０，２１８人

      ２月 ４５，４９１人

      ３月 ６０，６９３人

施 設 名 千歳市サーモンパーク（千歳市道の駅（地域振興施設等））

※以下、「道の駅」という。

指定管理者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社

指 定 期 間 平成２７年４月１日から平成３５年３月３１日まで

評 価 担 当 観光スポーツ部観光企画課
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３ 事業収支（決算状況） （１） 指定管理に係る経費収支状況

    別紙１のとおり

４ 管理運営状況 （１） 利用者からの評価

① 指定管理者が実施したアンケート

平成２７年１１月１日から平成２８年３月３１日まで

の間、利用者アンケートを実施した。

（回収枚数：６５枚）

・性別

    「男性」      ５０.８％

    「女性」      ４９.２％

・年齢

    「１０代未満」    ９．２％

    「１０～２０代」  ２１．４％

    「３０～４０代」」 ２１．５％

    「５０～６０代」  ３２．３％

    「６０代以上」   ７．７％

    「未回答」      ７．９％

・住まい

    「千歳市」     ３６．９％

    「北海道内」    ５３．７％

    「北海道外」    １．５％

    「未回答」      ７．９％

・入館者構成

    「ひとり」     １２．３％

    「家族」      ６１．５％

    「知人・友人」   １８．４％

   「職場」       ３．１％

    「その他」      １．５％

    「未回答」      ３．２％

・どの媒体で把握したか

    「テレビ・ラジオ」 １６．９％

    「観光情報誌」   １３．８％

    「フリーペーパー」  ６．１％

    「ホームページ」  ２０．０％

    「口コミ」     １６．９％

    「その他」     ２６．２％

    「未回答」      ０．１％
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   ・利用回数

       「はじめて」    ３８．５％

       「２回」      １０．８％

       「３回以上」    ４４．６％

       「未回答」      ６．１％

  

・利用目的

       「飲食」      ３６．９％

       「農産物直売所」  ２３．１％

       「お土産品購入」   ７．７％

       「コンビニ」     ９．２％

       「キッズスペース」  １．５％

       「屋外遊具」       ０％

       「情報収集」     １．５％

       「トイレ」     １３．８％

       「河川敷地等散策」  ３．１％

       「千歳水族館」   ３２．３％

       「インディアン水車」 ９．２％

       「イベント」     １．５％

       「その他」     １０．８％

            

   ・感想

       「良い」      ４９．２％

     「どちらかといえば良い」１５．４％

       「普通」      １８．４％

     「どちらかというと悪い」 ４．６％

       「悪い」       １．５％

       「未回答」     １０．９％

   ・意見、要望

① テナント改善要望（味・価格等）  ８件

② 物販商品の見直し・売場面積の拡大 ４件

③ 施設にゴミ箱を設置して欲しい   ４件

④ 農産物直売所の売場面積拡大要望等 ３件

⑤ クレジットカードが使えない    ２件

⑥ 駐車場に対する苦情        ２件

⑦ 買い物や子供用のカートがない   ２件

⑧ 千歳市内の情報提供強化      １件

⑨ キッズスペースを広くして欲しい  １件
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②市独自のアンケート

平成２７年８月２２日から平成２８年２月２５日まで

の間、計６回にわたり利用者アンケートを実施した。

（回収枚数：５１７枚）

   ・性別

      「男性」      ４２.９％

      「女性」      ５７.１％

  

   ・住まい

      「千歳市」     ３６．２％

     「北海道内」    ５３．０％

     「北海道外」    １０．４％

     「海外」       ０．４％

・リニューアルオープンした感想

     「良かった」   ７９．２％

      「普通」      １５．１％

      「悪かった」     ５．７％

   

   ・利用頻度

      「はじめて」    ３８．２％

      「年数回程度」   ４１．１％

      「月１回程度」   １２．５％

      「週１回程度」    ８．２％

  ・利用目的

     「センター施設」  ５１．５％

      「屋外遊具」     ３．１％

      「トイレ」     ９．４％

    「河川敷地等散策」  ０．６％

      「千歳水族館」   ２２．３％

      「インディアン水車」１０．３％

      「イベント」     １．５％

    「その他」     １．３％

           

   ・来場方法

     「乗用車・レンタカー」８１．３％

      「徒歩」        ９．４％

     「二輪車」       ０．３％

      「自転車」       ０．８％

      「観光・路線バス」   ５．２％
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      「タクシー」      ０．８％

     「ＪＲ」        ２．０％

     「その他」       ０．２％

  

・全体を通しての感想などについて

  ・リニューアルオープンしてから１０月頃までは駐

車場に対しての指摘や意見が多く、秋から冬にかけ

ては土産や野菜などの品揃えに対するものが多か

った。

・しかし、総じて満足度は高いものとなっており、

「トイレなどの施設の明るさや清潔さ」や「子供の

遊び場」について高く評価する声も多くあった。

（２）事業報告書・現地調査に基づく評価

・実施事業は月例報告書及び年度終了後の事業報告書によ

り、適正に市に報告している。

・施設の維持管理についても業務仕様書に基づき適正に

行っている。

（３）職員配置、緊急対応、意見・要望・苦情対応、個人情報管理

① 職員配置

    ・施設長      １名

    ・副施設長     １名

    ・施設管理員    ３名

    ・清掃、販売員   ５名  

     合計      １０名

     

② 緊急時の対応

・マニュアルや緊急連絡網を作成し、対応している。

③ 意見・要望・苦情対応、個人情報の管理

・道の駅正面入り口に「アンケートボックス」を設置

し、意見・要望を収集している。

また、これらに対しては迅速な対応に努めているほか、

市に対し定期報告を行っている。

（４）施設修繕状況

・なし
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５ 自主事業の達成状況 （１） 市の仕様書に基づく事業

・平成２７年度イベント実績

  別紙２のとおり

６ 市民サービスの向上を

図るための取組み

（１）主に千歳市民で構成されているチアダンスやジャズ演奏

を行うなど、地元団体との連携した市民参加型ステージ

イベントを実施し、発表機会の提供を通じて地域の活性

化に寄与した。

（２）ポスターの館内掲示、ホームページ、フェイスブックや

広告媒体を利用し、道の駅のイベントＰＲを図ってい

る。

（３）施設管理者全員が救急救命講習を受講し、安全な施設運

営を行っている。

（４）地元商店街組合に加盟し、インディアン水車まつりや冬

期イベント時には、商店街などと連携して集客への取組

を実施し、賑わいの創出を図った。

（５）インフォメーションカウンターに案内人を配置し、

地元観光資源の紹介や市内施設の案内を行うなど、利用

客へのサービス向上を図っている。

７ 評価（総合コメント） ・リニューアルオープンした初年度は、効果的な集客イベント

やテナントの販売促進支援など、積極的に施設の魅力づくり

に取り組んだことにより、施設全体において計画を超える来

場者数を記録した。

・今期の収支は赤字を計上しているが、指定管理者の年度別収

支計画では、1 年目は初期投資等により赤字となり、2 年目

以降から黒字を計上し収支差額の 50％を市に納入すること

で提案がなされており、赤字幅も計画の想定額より小さいこ

とから収支計画は妥当なものと判断する。

・また、節目に実施したイベントにおいて、有名芸能人や多彩

な出し物など効果的な演出を図り多くの来場者を迎えるこ

とができたことは、指定管理者ならではのノウハウが施設運

営に生かされたものと評価でき、また、アンケートによる利

用者からの評価もおおむね良好な結果となっている。
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・以上のことから、これまでの集客実績、事業収支、アンケー

ト調査の結果などから総合的に判断し、本施設の管理運営状

況については良好と評価する。

・なお、本施設は情報提供など公的役割のほか、飲食店や直売

所など商業施設としての側面が強い公共施設であり、リニュ

ーアルから一定期間が経過することにより集客力の低下が

懸念されることから、今後も引き続き、指定管理者の持つノ

ウハウや経験を生かし魅力あるイベントや特色ある商品の

充実を図るとともに、出店者や千歳青少年教育財団、地元商

店街、市内観光事業者等と連携した効果的な取り組みを期待

する。

・また、市の業務仕様書で示した「市や千歳青少年教育財団、

指定管理者、出店者等で構成する（仮称）道の駅運営協議会

の設置」や、指定管理者が提案した「観光マイスターの資格

を持つ職員の配置」については未着手となっていることか

ら、計画に基づき早期の実行を求める。
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別紙１

平成 27年度事業収支
<収入>

(単位：円）

項 目 決 算

指定管理料 0

テナント収入 27,526,295

その他収入（物販収入） 43,517,018

計 71,043,313

<支出>

  （単位：円）

項 目 決 算

人件費 14,095,361

消耗品費 2,862,419

水道光熱費 8,784,385

商品仕入 32,834,800

広告宣伝費 5,866,427

通信運搬費 1,009,860

委託料 3,212,228

塵芥処理費 1,177,650

保険料 105,417

リース料 3,010,289

手数料 888,498

租税公課 48,600

その他諸経費 784,144

計 74,680,078

差引額 -3,636,765
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別紙２

平成 27年度イベント実績
（単位：人）

月 日 イベント 入館者数

８月 ８日
オープニングイベント

（カラオケフェスタ・大漁組祭り）
5,218

９月 ４・５・６日 千歳おいしいものフェスタ 5,655

６日 ノスタルジックカーショ― 4,005

２０・２１日 インディアン水車祭り 10,884

１０月 ３１日 ハロウィン謎解きラリー 2,275

１１月 １５日 イルミネーション点灯 1,855

２２日 ステージイベント（千歳シャベルズ） 2,675

２９日 ステージイベント（チアダンス） 1,562

１２月 ２０日 ステージイベント（フラダンス） 1,135

23 日 クリスマスイベント 1,125

１月 ３日 親子餅つき大会 1,196

９日 カルタ大会 1,130

１７日 ステージイベント（ジャズ） 1,261

２４日 ステージイベント（エレクトーン） 1,291

３１日
ステージイベント

（キューバダンス・フラダンス）
1,409

２月 ５・６・７日 シ―ニックナイト 2016 2,354

７日 ふれあい広場 2,023

１１日 お茶会（野点） 1,320

合計 48,373


