
平成２３年度

　２　管理運営の実績

　　　　①指定管理事業

　　　　②自主事業

　　　　①利用者数＇人（

　　　　②稼働率

※稼働率は、メインアリーナ・サブアリーナに限る。

　　　　①収入実績＇千円（

　　　　②支出実績＇千円（

　　　　③収支実績＇千円（

通年

通年

通年

通年

事業名 実施時期 事業の概要

教室・イベントの開催 スポーツ教室、健康体操教室等の開催

施設運営業務 施設の広報、貸出、利用受付、使用許可等

維持管理業務 建築物、建築設備、備品等の維持管理、清掃等

経営管理業務

　１　基本情報

＇公財（千葉市スポーツ振興財団

事業計画・事業報告書、管理規程作成等

通年

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課

通年

指定管理者評価シート

施設名 千葉ポートアリーナ 指定管理者

指定期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 所管課

＇１（主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

設営用品販売 大会等で使用するラインテープ等の販売

コピーFAXサービス 有料でコピーやFAXの送受信を行う。

＇２（利用状況

Ｈ２３年度
(A)

Ｈ２２年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ２３目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

192,406 255,708 75.2% 未設定 －

Ｈ２３年度
(a)

Ｈ２２年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２３目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

78.9% 83.5% -4.6% 未設定 －

＇３（収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

その他 1,688 1,509 111.9%

合計 227,776 243,418 93.6%

「指定管理委託料」
震災に伴う休館中の逸失利益相当額を
補償した。
「その他」
・決算額　受託事業1277＋行政財産使
用許可受者等の電気使用料411
・計画額　受託事業

指定管理委託料 165,948 160,336 103.5%

利用料金 57,546 78,149 73.6%

自主事業 2,594 3,424 75.8%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 46,451 55,348 83.9% 「自主事業」
震災に伴う中止等による減。

事務費 62,704 72,483 86.5%

管理費 114,372 112,163 102.0%

自主事業 2,132 3,424 62.3%

－ －

合計 225,659 243,418 92.7%

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

その他 －

2,117 0 2,117
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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

　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

　ア　調査方法 施設内3か所及び指定管理者ＨＰでアンケート用紙を配布＇平成24年2月1日～29日（

　イ　回答者数 126件

　ウ　質問項目 回答者の属性、利用頻度、施設の満足度・快適さ、スタッフの対応等

　ア　回答者の属性　 当日利用施設　トレーニング室(2)50.8%、トレーニング室(1)17.5%、サブアリーナ15.1%他

　イ　利用頻度 「週1回程度」36.5%、「年数回」27.0%、「初めて」18.3%、「週1回超」11.1％　他

　ウ　満足度・快適さ 「満足」77.8%、「不満」7.1%、「どちらともいえない」11.9%　未回答3．2%

　エ　スタッフの対応 「よい」88.1%、「悪い」2.4%、「どちらともいえない」9.5%

●駐車場代が1時間400円と高い。

⇒当時は25%割引券を施設利用者に渡していたが、駐車場管理会社と交渉し、平成24年度から50%割引券を

　渡している。

●スポーツ教室を増やし、もっと参加しやすくしてほしい。

⇒要望の多かったヨガ＆ピラティス、シェイプアップ、バレエの教室を、平成24年度から計４教室増やした。

＇２（市に寄せられた意見、苦情

　市のホームページに、所管課の連絡先＇電話番号、Ｅメールアドレス（を明示した。

　０件＇電話によるものは、未集計のため、文書によるもののみ計上。（②意見、苦情の数

＇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 千葉ポートアリーナ設置管理条例第４条 22,613

使用不許可 千葉ポートアリーナ設置管理条例第５条 0

使用の制限 千葉ポートアリーナ設置管理条例第６条 0

＇５（市への不服申立て

＇６（情報公開の状況

　　　　＜件数＞

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 ○ ○ －

①アンケート調査
の実施内容

②調査の結果

①意見、苦情
の収集方法

②主な意見、苦情と
それへの対応

計算書類 ○ ○ －

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 指定管理者ホームページ

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室＇経由（

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
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　４　指定管理者による自己評価

管理運営の基準や事業計画書への適合状況は、きわめて良好であった。

・受託事業の実施内容 管理運営の基準への適合状況は、きわめて良好であった。

事業計画書への適合状況は、良好であった。

・自主事業の実施内容 管理運営の基準や事業計画書への適合状況は、きわめて良好であった。

・その他業務の実施状況 管理運営の基準や事業計画書への適合状況は、良好であった。

　５　市による評価

＇２（市民サービスの向上

・施設の維持管理の内容

自己評価の方法 2 事業報告書に記載。

市内産業の活性化
業務委託における市内業者の登用 2

情報公開規程の作成 2

評価
※１ A 所見

　履行状況の確認

・概ね事業計画どおりに、管理運営が行われた。東日本大震災による長期休館の影響で利用者数は
　大きく減少したが、再開後は、ポートアリーナの管理を20年間行ってきた実績・経験により、安定した
　管理運営を行った。
　※休館期間　メインアリーナ＇～6/10)　・　サブアリーナ＇～5/27（・　トレーニング室等＇～4/22（

・利用者アンケートの結果において、利用者満足度が約８割に及んでおり、良好な運営が行われて
　いる。

確　　認　　事　　項
履行状況

※２

アリーナの一般利用は毎月１日に抽選で決定。

備　　　考

＇１（市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理

個人情報保護マニュアルの作成 2

関係法令等の遵守
＇情報公開（

公正な利用受付
手続きの明確化・透明化に向けた取り組み 2

利用者意見の収集方法

モニタリング
の考え方

2 利用者アンケート、意見箱、ＨＰ

施設・設備の貸出方法

利用調整会議の実施。
利便性の向上、優先予約対応 2

利用者への支援

緊急時の対応 2 急病・負傷者発生時に適切に対応した。

スポーツ用品貸出サービスの実施。

関係法令等の遵守
＇個人情報（

全従業員に対する定期研修の実施 2 年２回の研修を実施。

利用料金

利用料金の減免 2

利用料金の設定 2

相談、苦情への対応 2 内容を分析・評価し、今後の対応に活かした。

メインアリーナで高校生以下料金や部分使用
＇1/2、1/3（料金を設定するなど、条例で定める
額より下げている。

条例・規則に定める減免のほか、指定管理者
の提案で、障害者及びその介護者は全員免除
としている。

スポーツ振興財団個人情報保護規程を作成。

スポーツ振興財団指定管理者情報公開規程を
作成。

市内業者への委託率 35%＇大型映像装置の保
守等特殊技能が必要な設備が多く、市外・準
市内業者への委託が必要であるため。（
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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　市民局指定管理者選定評価委員会の意見

ア　震災の影響で利用者が減少した中でも、おおむね良好な施設運営がなされていることは評価できる。
イ　引き続きアンケート等により利用者のニーズを把握し、施設運営に反映するよう努められたい。
ウ　指定管理者の財務状況については、提出された財務諸表等の資料に基づいた判断であることを前提とするが、一時的な震災の
  被害は影響しているものの、倒産・撤退のリスクはないと判断される。

回数券・年間定期券に加え、平成23年度から6
か月定期券を発売している。

管理運営に必要な人員を配置した。

事業計画どおり保守点検や修繕を実施した。

事業計画どおり清掃や警備を実施した。

震災に伴う休館等による中止を除き、概ね事
業計画どおり実施した。

震災に伴う休館等による中止を除き、概ね事
業計画どおり実施した。

＇４（管理経費の縮減

計画比73.6％＇約2,060万円減（
震災に伴う休館等により、計画より減少した。

計画比75.8％＇83万円減（
震災に伴う休館等により、計画より減少した。

事業計画どおり実施した。

教室・イベントの企画・誘致 2

建築物、建築設備、備品等の保守管理 2

清掃、警備その他

施設・備品の維持管理

運営体制

職員研修の実施 2

市政だより、HP、財団広報誌、地域コミュニティ
誌、チラシ等により受託事業等をPRした。

2

合計

2

自主事業の
効果的な実施

平均 2.00

スポーツ教室、加圧トレーニング事業、体脂肪
率測定の実施 2

支出見積の妥当性
計画どおりに執行されているか 2

利用料金収入は計画どおりか 2

受託事業の
効果的な実施

収入見積の妥当性

自主事業収入は計画どおりか

46

計画比92.7%＇約1,776万円減（

人員配置 2

＇３（施設の効用の発揮、施設管理能力

利用促進のための広報活動 2

利用者サービス 2

利用促進方策
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