
平成２４年度

　１　基本情報

　２　管理運営の実績

　　　　指定管理事業

　　　　①利用者数（人）

　　　　②稼働率

　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

指定管理者評価シート

施設名 千葉市ビジネス支援センター 指定管理者 財団法人千葉市産業振興財団

指定期間 平成24年4月1日から平成29年3月31日 所管課 産業支援課

（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
利用者の利便性を十分に考慮すると共に公の施設
であることを念頭に置いた管理運営業務。
各施設（会議室等）の貸出業務。

創業施設支援事業 通年
千葉市ビジネス支援センター本館及び富士見分館
の各インキュベート室の管理・運営。

情報提供事業 通年
各種産業情報を迅速かつ効果的に広く提供し、中
小企業の経営革新、事業の創出を情報面から支援
する。

人材育成事業 通年
中小企業等の経営革新及び市内での創業を目指
す人材を育成するため、セミナー・研修等を実施す
る。

経営・技術支援事業 通年
中小企業者等が抱える経営面・技術面の課題を解
決するため、専門職員（マネージャー等）が無料で
相談・助言、民間専門家の派遣等を行う。

（２）利用状況

Ｈ２４年度
(A)

Ｈ２３年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ２４目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

233,246 174,625 133.6% 180,000 129.6%

Ｈ２４年度
(a)

Ｈ２３年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２４目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

77.4% 76.0% 1.4% 80.0% -2.6%

（３）収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

指定管理委託料 74,946 74,946 100.0% ・企業努力により、利用料金収入
は前年度比で増加しているが、計
画額には達しなかった。
・ その他は、インキュベート室電
気料、バナー(ホームページ)広告
料、ビジネススクール受講料。

利用料金 37,921 41,825 90.7%

自主事業 0 0 0.0%

その他 1,488 1,817 81.9%

合計 114,355 118,588 96.4%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 78,805 78,722 100.1% ・ 事務費及び管理費は、外部委
託の仕様等の見直しにより、計画
額を下回った。事務費 26,480 29,801 88.9%

管理費 8,087 10,065 80.3%

自主事業 0 0 0.0%

その他 0 0 0.0%

合計 113,372 118,588 95.6%

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

983 0 983
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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＞

0 件 0 件 0 件

0 件 0 件 0 件

※開示決定がなされた事案の概要

※不開示決定がなされた事案の概要

（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 設置管理条例第9条 4,306件

使用不許可 同上条例第10条 0件

使用の制限 同上条例第11条 0件

利用料金の減免 同上条例第18条 328件

（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

基本協定書 ○ ○ ×

年次協定書 ○ ○ ×

事業計画書 ○ ○ ×

事業報告書 ○ ○ ×

計算書類 ○ × ×

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 財団ホームページ

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）
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　３　利用者ニーズ・満足度等の把握

（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果

①アンケート調査
の実施内容

①窓口相談利用者アンケート　配布１０５枚　回答９６枚
②貸出施設利用者アンケート　配布３６３枚　回答２４０枚
③情報センター利用者アンケート　配布３２０枚　回答２１３枚
④講座・研修利用者アンケート　配布１３７枚　回答１２１枚
⑤ビジネスインキュベート施設利用者アンケート　配布２４枚　回答２４枚

②調査の結果

①窓口相談利用者アンケート　配布１０５枚　回答９６枚
・窓口職員の対応
   とても良い　７５件　７８．１％
　良い　　　　　１９件　１９．８％
　ふつう　　　　　２件　　２．１％
・相談に対するアドバイス
　的確なアドバイス　９０件　９３・８％
   どちらとも　　　 　　　６件　　６．３％

②貸出施設利用者アンケート　配布３６３枚　回答２４０枚
・ご利用いただいた施設の設備・備品はいかがでしたか？
   とても良い　　５７件　２３．８％
　良い　　　　  １４１件　５８．８％
　普通　　　　　  ４０件　１６．７％
　無回答　          ２件    ０．８％
・職員の対応はいかがでしたか？
   とても良い　　３３件　１３．８％
　良い　　　　  １４５件　６０．４％
　普通           　５９件　２４．６％
　無回答　          ３件　  １．３％

③情報センター利用者アンケート　配布３２０枚　回答２１３枚
・必要な情報を入手することができましたか？
　入手できた　　　  １０５件　４９．３％
　ある程度できた　　９１件　４２．７％
　できなかった　      １４件   　６．６％
　無回答　                  ３件  　１．４％
・情報センターをまた利用したいと思いましたか？
　思う　　　　　　　　１９０件　８９．２％
　思わない　　　　　　　３件　　１．４％
　何とも言えない　　１５件　　７．０％
　無回答　　　　　　　 　５件　　２．３％

④講座・研修利用者アンケート　配布１３７枚　回答１２１枚
・本日の内容はいかがでしたか？
   とても参考になった　７０件　５７．９％
　参考になった　　　　　４１件　３３．９％
　ふつう                       ５件  　４．１％
　参考にならなかった     ３件　  ２．５％
　無回答                      ２件　  １．７％
・講師の話し方は分かりやすかったですか？
　理解できた            　   ７４件　６１．２％
　ある程度理解できた　   ２８件　２３．１％
　ふつう　                        ４件   　３．３％
　あまり理解できなかった　２件　   １．７％
　無回答　                     １３件　１０．７％

⑤ビジネスインキュベート施設利用者アンケート　配布２４枚　回答２４枚
・ご利用いただいている施設に満足されていますか？（全体）
   とても満足している　６件　２５．０％
　満足している　       １３件　５４．２％
　ふつう　　　　　　　　　３件　１２．５％
　不満がある　　         ２件　　８．３％
・支援についての施設対応はいかがでしたか？（全体）
　とても良い　　　　　 　６件　２５．０％
　良い　                    ９件　３７．５％
　ふつう　                  ７件　２９．２％
　良くない               　２件　　８．３％
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（２）市に寄せられた意見、苦情

0件

　４　指定管理者による自己評価

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

①窓口相談
　特に苦情はなし

②貸出施設
（対応済み）
・喫煙室がなくなり残念である。
（意見少数）
・会議室でホワイトボードにマグネットを備え付けて欲しい。
（対応困難意見）
・２００～３００人収容の会議室希望。
・駐車料金が無料だともっと良い。

③情報センター
・静かで明るく、落ち着いた空間で良い。
・無料でインターネット検索ができるのが良い。

④講座・研修
・参考・勉強になった。
・開催やセミナーを増やして欲しい。
・受講者が少ないのは残念だが、非常に効率よく学べた。

⑤ビジネスインキュベート施設
・きぼーるの場所が良いところにあるのに、室料金が安いのはとてもよい。
・同センターに入居していることにより対外的な信用度が増している。
・部屋の防音対策の向上（防音マット等）
→音漏れはパーテーションによるものと判断するので、定期的にパーテーションの絞めを確認する
・入居企業との交流を深めたい。
→コーディネーターと協議し、対応を検討

①意見、苦情
の収集方法

「市長への手紙」、「市政への提案」及び「インターネットモニター」を活用し収集

②意見、苦情の数

③主な意見、苦情と
それへの対応

・ 利用者数は貸出施設・情報センターの利用者増加により、H23年度比33．6％増、H24目標値に対しても29．
6％増となっている。しかしながら、稼働率については、会議室・多目的室の利用増加によりH23年度比では1.4％
ポイント増となったが、H24目標値に対しては2.6％ポイント及ばなかったので、引き続き稼働率の向上に努めた
い。
・ 管理運営業務は、概ね計画・基準に沿った業務を遂行することができた。
・ 利用者の施設及び職員に対する満足度は、約8割の方々が「とても良い」「良い」と回答しており、利用者満足
度の高いサービスを提供することができた。
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　５　市による評価

　

　

※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　経済農政局指定管理者選定評価委員会の意見

評価
※１ A 所見

利用者数は順調に増加し、成果指標を達成している。貸出施設利用料収入は増加し
ているが、計画額を下回っている。
モニタリングのアンケート結果は良好であり、施設利用満足度は高水準を維持してい
る。
アンケートの回収率が23年度より向上している点は評価できる。講座・セミナーの開
催時期が偏っており、参加人数の減少にもつながっているため、見直しが必要であ
る。
見直すべき点もあるが、概ね計画通りに事業が行われており、適切なサービスを提
供していると判断できる。

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

（１）施設の適正な管理

１　安定的な管理運営
を行う体制 適正な職員の採用及び配置 2

２　関係法令等の遵守
使用の不許可、制限に関する基準の明示 2 カウンター横に掲示

３　モニタリングの考え
方 モニタリングでの要望事項及び指摘事項への

対応 2 平成２５年３月２１日実施

（２）施設の効用の発揮、施設管理能力

１　基本的業務
利用者数・料金収入及び窓口アンケート 3 利用者数の大幅増加

モニタリング時点で点検

２　相談及び人材育成
業務 相談者・講座受講者数及び受講者アンケート 1 講座受講者数の減少

３　創業支援業務
インキュベート入居率及び入居者アンケート 2

４　情報収集及び提供
事業 情報センター利用者数及び利用者アンケート 2

５　施設維持管理業務
施設維持管理業務の基本方針の順守 2

２　収入見積の妥当性
利用料金収入は計画通りか 2 計画比3.6％（4,233千円）減

（３）管理経費の縮減

１　支出見積の妥当性
計画通りに予算が執行されているか 2 計画比4.4％（5,216千円）減

平均 2.0

　施設稼働率が向上するなど、概ね適切な管理運営が行われていると認められる。
　なお、インキュベート施設の設置目的等を鑑み、施設卒業企業数などのデータに関して的確に把握し、併せて
部会に報告されるよう要望する。

　３　収支状況
計画と実績の比較 2 指定管理委託料は、計画と同額

合計 22
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