
平成２７年度

　１　基本情報

　２　管理運営の実績

　　　　①指定管理事業

 　　  　①利用者数（人）①＝②+③+④

内訳　②研修室等利用者数

　　　　③相談者数

　　　 　④情報資料センター利用者数

　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

施設管理事業 通年 施設貸出

指定管理者評価シート

施設名 千葉市男女共同参画センター 指定管理者
千葉市ハーモニープラザ管理運営共同事業体
（公益財団法人千葉市文化振興財団）

指定期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日 所管課 市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課

相談事業 通年 女性、男性のための相談窓口

研修・学習事業 ４月～3月 『男女共同参画講座』など３２講座６９回実施

調査研究事業 通年 女性の“働くこと”についての調査

情報収集提供事業 通年 情報資料センターによる情報収集及び提供

（２）利用状況

Ｈ27年度
(A)

Ｈ26年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ27目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

交流・啓発事業 通年
センターまつり、ちば男女・みらいフォーラム、は～も
ねっと団体への支援、ハーモニーシアター

自主事業 4月～3月
『はじめてのアンガーマネジメント』など
２２講座、２６回実施

70,274 68,857 102.1% 68,857 102.1%

Ｈ27年度
(a)

Ｈ26年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ27目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

59,074 57,308 1,766 57,308 1,766

Ｈ27年度
(a)

Ｈ26年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ27目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

9,201 10,022 -821 10,022 -821

（３）収支状況

1,999 1,527 472 1,527 472

Ｈ27年度
(a)

Ｈ26年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ27目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

備考

指定管理委託料 124,261 128,041 97.0% 「ちば施設予約システム」への
データ移行を手作業で行い、
その経費が不要となったた
め、年度途中に「指定管理委
託料」を3,780千円減額した。合計 137,632 139,975 98.3%

利用料金収入 12,960 11,146 116.3%

自主事業収入 411 788 52.2%

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

66.6%

合計 134,839 136,819 98.6%

備考

人件費 97,576 98,018 99.5%

事務費・管理費 36,322 37,389 97.1%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

2,793 3,156 ▲ 363

自主事業支出 941 1,412
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　　　　＜処分の状況＞

0件

　　

　　　　＜関連文書の公開状況＞

　　　　＜文書開示申出の状況＞

3 件 0 件 3 件

0 件 0 件 0 件

　３　利用者ニーズ・満足度等の把握

（１）-１指定管理者が行ったアンケート調査の結果

　ア　調査方法：施設貸出時にアンケート用紙を渡し終了時に回収。（10/1～12/27）

　イ　回答者数：有料施設　81件

　ウ　質問項目：当館を選んだ理由・ご利用回数・どこで知ったか・

施設の清潔感・使いやすさ・スタッフ・備品・インターネット予約・その他

使用不許可 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第7条 0件

使用の制限 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第8条 0件

（４）指定管理者が
行った処分の件数 処分の種別 処分根拠 件数

使用許可 千葉市ハーモニープラザ設置管理条例第6条 6,176件

基本協定書 ○ ○ -

年次協定書 ○ ○ -

（５）市への不服申立て 　　　　＜件数＞

　　　　＜概要＞

（６）情報公開の状況

文書名
公開方法（場所）

当該施設 市政情報室 左記以外の方法

計算書類 ○ ○ -

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 千葉市文化振興財団ＨＰ

事業計画書 ○ ○ -

事業報告書 ○ ○ 施設ＨＰ

※開示決定がなされた事案の概要

　 ・ハーモニー相談室での相談記録

①アンケート調査
の実施内容

②調査の結果 ・選んだ理由：立地39％、施設規模23％、利用料金が適当19％、希望日が空いていた16％、その他3％

・利用回数：初めて16％、2回目1％、3回目4％、4回以上77％、回答なし2％

・どこで知ったか：知人36％、ハーモニープラザHP17％、千葉市HP11％、その他20％、回答なし16％
 
・清潔感：非常に満足46％、満足52％、やや不満・不満0％、回答なし2％
 
・使いやすさ：とても使いやすい36％、使いやすい53％、使いにくい5％、回答なし6％
 
・スタッフ：非常に満足39％、満足57％、やや不満・不満0％、回答なし4％
 
・備品：非常に満足24％、満足58％、やや不満・不満11％、回答なし7％
　
・インターネット予約：とても使いやすい9％、使いやすい29％、使いにくい2％、回答なし60％

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）

③アンケートにより得
られた主な意見、苦情

とそれへの対応

意見（選んだ理由）
・駐車場があるのが良い。
・使用しやすいため、以前も借りたことがある。

苦情（不満の理由、その他）
・料理実習室の換気の行い方がわかりにくかった。
⇒　利用の際に必ずご案内するようにしているが、室内の表示をわかりやすくする等の対応を行う。
・料理実習室のガスコンロのコントロールが良くなかった。
⇒　点検・改善済み。
・マイクとプロジェクターの料金が別になっている。できればセット料金を設定してほしい。
⇒　利用料金の設定については、市の承認が必要となるため、ご利用の多い組み合わせについては検討し
て、セット料金設定について提案・実施したい。
・空調の温度調節が使いにくい。
⇒　わかりやすい表示を行う等の対応を行いたい。また、季節の変わり目の温度調節が難しい時期には、扇
風機を用意し、積極的に貸し出しを行っている。
・駐車場が少ない。青葉の森公園駐車場の割引券を希望。荷物があるので有料でも敷地内駐車場がほしい。
⇒　駐車スペースが限られているため、引き続き館内他施設や警備との連携を密にとり、なるべく多くの方が
ご利用いただけるよう努めるとともに、利用者には公共交通機関の利用を呼びかけていく。
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（１）-２指定管理者が行ったアンケート調査の結果

　ア　調査方法：講座終了後、その場で配布・回収を行う。

　イ　回答者数：912人

　ウ　質問項目：

（１）-３指定管理者が行ったアンケート調査の結果

　ア　調査方法：面接による相談のため来館した方が、待合室で自由記入

　イ　回答者数：2人

　ウ　質問項目：

（２）市に寄せられた意見、苦情

③アンケートにより得
られた主な意見、苦情

とそれへの対応

・個別の講座の感想や講師への質問。
⇒　すべて講師に伝え、次の回の講義内容に反映したり、次の講義の中で回答していただく等の対応を行っ
た。
・特定の講座の要望。
⇒　要望が多く、申し込みも多かったテーマは引き続き平成28年度の主催講座に組み込んだ。
　　 ファシリテーター養成講座・男女共同参画講座（LGBT）・男性（親子）料理　等
　　 女性のための健康講座、女性のための自己防衛講座は、平成28年度は2回実施することとした。
・講座の受講環境に対する要望。
⇒　より多くの方に参加してもらえるよう土日にも開催している。
⇒　自主事業の一部をチケット購入ではなく主催事業と同様の申し込み方法にし、事前に来館しなくても済む
ようにした。

①アンケート調査
の実施内容 相談室を知ったきっかけ・相談時間について　・相談員の対応について

・相談が役に立ったか　・今後の利用について意見　・年代

②調査の結果

・相談室を知ったきっかけ：パンフレット、当センターホームページ
・相談時間：ちょうど良かった1人、短かった1人
・対応について：良かった2人
・役に立ったか：とても役に立った1人、役に立った1人
・今後：利用したいと思う2人
・年代：30代1人、40代1人

①アンケート調査
の実施内容

性別・年齢・居住区・参加したことあるもの・何講座参加したか・この講座をどのように知った
か・この講座に参加した理由・職員の対応・満足度

②調査の結果 ・性別：女性687人、男性198人、答えたくない0人、未回答27人
・年齢：20歳未満10人、20代19人、30代145人、40代199人、50代149人、60代202人、70代164人、80歳以上1
人、答えたくない4人、未回答19人
・居住区：中央区318人、花見川区54人、稲毛区119人、若葉区118人、緑区89人、美浜区89人、市外70人、答
えたくない4人、未回答51人
・参加したことのあるもの：情報資料センター248人、相談44人、交流コーナー86人、施設利用167人、まつり
202人、シアター109人、フィットネス30人、託児室65人、その他47人
・何講座参加したか：はじめて491人、2～10講座141人、多数259人、未回答21人
・この講座をどのように知ったか：ハーモニープラザに来館248人、講座News119人、市政だより221人、家族
知人93人、ホームページ43人、新聞8人、その他64人、未回答116人
・この講座に参加した理由：テーマに興味663人、男女共同参画に関心108人、知識を身につけたい317人、視
野を広げたい236人、講師に惹かれた166人、自分の気持ちや生き方を考えたい164人、家族知人に誘われた
73人、仲間を作りたい18人、その他56人
・職員の対応：とても良い454人、良い270人、ふつう80人、悪い3人、未回答105人
・講座の満足度：満足582人、ほぼ満足248人、どちらともいえない25人、やや不満6人、未回答51人

③主な意見、苦情と
それへの対応

・男女共同参画センターフィットネスルームの故障した運動器具を直してもらいたい。
⇒　故障した器具を、２台の器具（バイク・ステップ式マシン）と入れ替えた旨回答した。
・男女共同参画センター託児室の保育者の対応に不満。
⇒　誤解をさせるような言動についてお詫びをした上で、託児室の本来の利用目的の説明をし、適切かつ温
かみのある託児室運営に努める旨回答した。

③アンケートにより得
られた主な意見、苦情

とそれへの対応

・託児があって良かった。
・以前の相談で言われたことが、やっと理解できるようになった。

①意見、苦情
の収集方法

・市ホームページに所管課の連絡先（電話番号、Ｅメールアドレス）を明示。
・市への意見や苦情は、電話、Ｅメール、市長への手紙。

②意見、苦情の数 ・2件
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　４　指定管理者による自己評価

　５　市による評価

・施設管理事業、調査研究事業、情報収集提供事業、相談事業、研修・学習事業、交流・啓発事業で、すべての
評価項目において一定のレベルに達した。また、情報資料センターにおいては、図書管理システムの更新・蔵
書点検を実施、施設の適切な管理運営に努めた。
・施設利用については、ほぼ全ての施設で前年度利用率を上回り、利用料金収入の増収など、一定の成果を上
げることが出来た。

評価
※１ A 所見

・事業計画に基づき、適正に管理運営されている。
・平成２６年度に拡大したハーモニー相談の時間を継続実施しており、悩みを抱えた
女性の支援を充実させている。
・情報資料センター図書管理システムの更新・蔵書点検を行い、施設の適正な運営
に努めていると評価できる。
・中学校へ依頼し事業（プログラム）の普及・検証を行うなど、積極的に他の機関との
連携をしており、男女共同参画センター事業の周知・内容の充実に努めている。
・自主事業についても、管理運営業務に支障をきたすことなく実施しており、賑わいの
創出に寄与している。

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

（１）市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理、その他市長が定める基準

関係法令等の遵守

情報公開 2
千葉市文化振興財団が規定する情報公開規
程に基づいて適正に実施している。

モニタリング等の実施

利用者意見箱の実施、報告書の作成 2
毎月市に報告し、意見等については、会議で
改善検討をしている。

苦情解決体制 2

個人情報保護 2
千葉市文化振興財団が規定する個人情報保
護規程に基づいて適正に実施している。

職員に対する研修会の実施 2
千葉市、外郭団体連絡協議会、財団主催によ
る研修へ積極的に参加して、知識の習得に努
めている。

受け付けた苦情については市に報告をしてい
る。必要に応じ、市と連携し対応を行ってい
る。

全ての講座、催し物等におけるアンケートの
実施 2

受講者、イベント参加者に依頼。回収後、内部
会議で改善検討をしている。

自己評価の実施 2
ＰＤＣＡシステムを採用した自己評価を実施し
ている。

不利益処分（使用の不許可、制限）に関する
基準の明示は 2

パンフレットによる明示、受付マニュアルの整
備をしている。

リスク管理
賠償対応、保険加入 2 個人情報漏洩保険等加入している。

市内業者の育成
市内業者の育成 2 市内業者の育成に努めている。

障害者1人を非常勤職員として雇用している。

男女の均等な機会と待遇の確保 2 男女の均等な機会と待遇が確保できている。

複合施設の管理協力
体制の構築 ハーモニープラザ内の他施設と管理協力体制

の構築
2

ハーモニープラザを構成する各施設で管理運
営共同事業体協議会や管理運営会議、各種
委員会を開催し、協力体制を図っている。

市内雇用・継続雇用
への配慮、障害者雇
用の確保、男女共同

参画の推進

市内雇用 2 市内雇用への配慮をしている。

継続雇用 2 継続雇用への配慮をしている。

障害者雇用 2
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（２）施設の効用の発揮、施設管理能力

利用者サービスの
向上

予約の利便性の向上 2 インターネットによる施設予約・照会が可能。

各種事業の案内 2 ホームページによる案内をしている。

催し物の広報 2
講座案内やチラシ、文化情報誌「あでるは」等
へ掲載し、市内各区役所、公民館等公共施設
に配布している。

「利用者懇談会」の開催 2 利用者による意見の収集に努めている。

利用促進の方策
パンフレットの作成 2 施設内他近隣公共施設に常置している。

内閣府主催の研修会等に参加している。

管理業務の実施
設備・備品 2

市の備品台帳に基づき適切に管理されてい
る。

施設ホームページの作成 2
ホームページを作成し、随時更新を行ってい
る。

職員の配置・能力向
上

必要な人員の確保 2
シフト制により適切な人員で業務を行ってい
る。

業務に精通した職員の育成 2

事業の実施

各事業における男女共同参画推進の視点 2
拠点施設として、すべての事業に男女共同参
画の視点を取り入れている。

調査研究における現状・課題の分析及び調査
手法の工夫 2

講座受講者へのフォローアップ調査を実施す
る等工夫している。

情報収集提供 2

相談事業の実施 2
男性、女性それぞれの専用相談を設け、様々
な問題に対応している。

ハーモニープラザフェスタ 2
ハーモニープラザ内の各施設・団体と連携し、
適切に実施している。

情報資料センターで、各種資料の収集や提
供、インターネットを通じた情報提供を行って
いる。

研修・学習の企画及び実施 2 計画に基づき、着実に事業を実施している。

交流・啓発の企画及び実施 2
は～もねっと登録団体への支援や、センター
まつりの開催、フォーラムの開催を行ってい
る。

適切な体制で実施されている。

実施状況 2 計画に基づき、着実に事業を実施している。

緊急時の対応

避難訓練の実施 2
ハーモニープラザ全体で年に２回防災訓練を
実施している。

マニュアルの整備

自主事業の実施

設置目的との整合 2
男女共同参画推進を目的とした講座を開催し
ている。

計画と進捗 2 計画どおりに事業を進めている。

実施体制 2

2
災害、事故、感染症等緊急時に備え、緊急対
応マニュアルを整備している。

緊急時の体制 2
緊急対応マニュアルに基づいて緊急時の体制
を整備している。

地域との連携
地域住民との交流 2

ハーモニープラザフェスタ等で地域住民との
連携を図っている。

利用料金の設定及び
減免の考え方 利用料金が適正に設定されているか 2

市が承認した設定になっている。
減免に関しては障害者団体等、原則市に報告
されている団体に対し実施している。
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※１　評価の基準について

　Ｓ…仕様、事業計画を超える実績・成果が認められるなど、管理運営が特に良好に行われていた。

　Ａ…概ね仕様、事業計画通りの実績・成果が認められ、管理運営が良好に行われていた。

　Ｂ…仕様、事業計画通りの実績・成果が認められず、管理運営に関して改善を要する事項があった。

※２　履行状況について

　３点・・・仕様、提案を上回る実績・成果があった　　

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　

　１点・・・仕様、提案どおりの管理運営が行われなかった

　６　保健福祉局指定管理者選定評価委員会の意見

支出見積の妥当性

コスト削減への取り組み 2
人件費のコスト削減、物品購入時の見積合わ
せ等により、削減に努めている。

非常勤職員等の適正な配置 2
勤務シフトの管理をし、重複勤務など非常勤
職員の人件費（賃金）の適正化を図っている。

（３）管理経費の縮減

平均 2.00

・財務状況については、本委員会に提出された財務諸表等の資料を確認した範囲内では、倒産や撤退等のリスクは認められず、特
段の問題はないと認められる。
・管理運営については、概ね適切に管理が行われていると認められる。なお、今後への期待として、就業支援や出張講座のさらなる
充実に向けた方策の検討をお願いしたい。

収入見積の妥当性
収入は計画どおりか 2 概ね計画通りであった。

合計 86
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