
平成２４年度

　１　基本情報

　２　管理運営の実績

　　　　①指定管理事業

　　　　②自主事業

 5回
550人

 1回
198人

 6回
120人

 1回
150人

　　　　①利用者数（人）

　　　　②稼働率

35.0% 1.1% 海星庵

27.3% 16.5% 10.8% 20.0% 7.3% 野外音楽堂

25.1% 23.0% 2.1% 25.0% 0.1% 民間航空記念館

36.1% 33.2% 2.9%

31.8% 25.4% 6.3% 30.0% 1.8% 稲毛記念館

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)

備考

195,814 223,136 87.8% 186,000 105.3% 無料利用者含む

28,358 24,806 114.3% 26,000 109.1% 有料利用者のみ

開催回数
参加者

（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) 備考

講習会事業 随時

各種イベント・講習会等

【稲毛記念館】
　　ロビーコンサート

開催回数
参加者

【海星庵】
　　秋の茶会 開催回数

参加者

【稲毛民間航空記念
館】
　　親子科学クラブ

開催回数
参加者

【野外音楽堂】
　　コンサート

事業名 実施時期 事業の概要

広報啓発事業 通年
情報誌、市政だより、ホームページなどによる
イベント情報の提供

維持管理業務 通年

建築物維持管理

建築設備維持管理

清掃業務【日常清掃・定期清掃】

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

施設運営業務 通年
予約受付業務、利用料金の徴収業務、受託
事業等

指定管理者評価シート

施設名 稲毛海浜公園教養施設 指定管理者 財団法人千葉市みどりの協会

指定期間 平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日 所管課 都市局公園緑地部公園管理課

別 紙 ３ 
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　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

　　　　＜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

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）

計算書類 ○ ○

定款、寄付行為、その他これらに類するもの ○ ○ 指定管理者のHP

事業計画書 ○ ○

事業報告書 ○ ○

（５）市への審査請求 　　　　＜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

使用不許可 千葉市都市公園条例第１１条 0件

使用の制限 千葉市都市公園条例第１２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 千葉市都市公園条例第１０条 1,042件

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

▲ 7,034 0 ▲ 7,034

その他 - -

備考

人件費 34,671 29,998 115.6%

管理費については、老朽化し
た施設の修繕及び日本庭園
の高木管理を実施したことに
より、増額となっている。

事務費 8,357 9,036 92.5%

-

合計 73,710 64,981 113.4%

管理費 23,775 18,249 130.3%

自主事業 6,907 7,698 89.7%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

6,907 7,698 89.7%

その他 320 101 316.8%

指定管理委託料 53,943 54,893 98.3% ・利用料金収入については、
新規に大規模利用団体の利
用が増加していることによる
収入増となっている。
・その他は、施設の修繕に係
る市負担金等

利用料金 5,506 2,289 240.5%

自主事業

合計 66,676 64,981 102.6%

（３）収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考
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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

　ア　調査方法：毎月利用者アンケートを実施し、翌月の月次報告書で報告

　イ　回答者数：

　ウ　質問項目：利用目的、利用回数、接客、清掃、料金、認知度、交通手段など

　ア　回答者の属性： 稲毛記念館（有料施設）270人、同施設（不定期アンケート）63人

稲毛記念館及び海星庵(無料含む）188人、野外音楽堂（不定期アンケート）0人

稲毛民間航空記念館（イベント利用者）399人、同（無料利用者含む）267人

　ウ　スタッフの対応：４施設供に良好な評価を得ている。

　エ　清掃状況：いつも気持ちよく使えるとのご意見をいただくなど、良好なサービス提供が行われていると評価できる。

　オ　総合的な満足度：全体的に好意的な意見が多く、イベントの内容も評価できるご意見を多数頂いている。

　　　全体として、計画通りのサービスを提供しているが、良好なサービスの提供が行われていると評価できる。

（２）市に寄せられた意見、苦情

市長への手紙等

2件

　４　指定管理者による自己評価

　施設の維持管理を中心に、有料施設の貸し出しや施設プロモーションのための各種イベントを多数実施し、多くの利用者に満足して
いただいた。
  稲毛記念館では、茶会や歴史文化に関する講演会などを実施し、利用の促進を図ったが、10月に展望室壁面の煉瓦剥離により、海
側の入り口を半年間閉鎖した影響を受け、無料入館者が前年対比で、34,300人の大幅な減少となった。
　しかしながら、有料施設は、更衣室利用及び撮影場所としての利用が多く、4,300人の増となっている。
　民間航空記念館では、航空科学クラブ、稲毛エジソンクラブ、親子科学クラブ等の年間講座を行うとともに、紙飛行機工作教室やな
ぜなに解説、稲毛飛行場に関する資料展示や民間航空発祥の地100周年を記念したイベントを実施し、飛ぶことの楽しさを多くの利用
者に伝えたことにより、無料入館者が前年対比で5,500人の増となった。
　野外音楽堂では、コンサート利用のほか、更衣室利用及び撮影場所としての利用が多く、2,200人の増となっている。
　海星庵でも茶会以外に更衣室利用及び撮影場所としての利用が増え、有料施設全体で、3,500人ほど増となっている。
　施設の管理については、利用者からのご意見を重視し、施設において、毎月利用者アンケートを実施するほか、イベント開催時にも
参加者からのアンケートを実施しており、頂いたご意見・ご要望を施設に張り出し、対応状況をお知らせするようにするなど、利用者に
より満足度の高いサービスを提供するべく積極的な活動を行った。
　その他については、当初計画どおり着実に業務を遂行し、利用者からのご意見を重視し、利用者本位のサービスを行えるようイベン
ト等を企画してきたと考えている。

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

　要望：航空記念館は全国的にアピールしてもよいのでは。
　　　　　　→　民間航空発祥の地100周年記念行事を機に広くアピールした。
　　　　 展示を見る順番がわかりづらい。　　→　矢印と番号で順路を表示した。
　　　　 展望室に椅子を置いてほしい。　　 →　パイプ椅子を設置した。
　　　　 年中無休で開館してほしい。　　　→   25年度より開館日数を増やす予定

①意見、苦情
の収集方法

②意見、苦情の数

③主な意見、苦情と
それへの対応

意見：稲毛海浜公園内のコスプレ撮影会により、公園施設が営利目的に使用されているのではないか。
対応：これまでの利用状況から「営利を目的とした使用」について具体的に立証することは困難であることか
ら、利用の制限を行っていないが、収益が見込まれる事業が定着してきていることから対応を検討していく。

①アンケート調査
の実施内容 1,187件

②調査の結果

　イ　実施事業：
４施設供にイベントについてのアンケート結果は非常に好評であり、利用者の満足度の高いサービスの
提供が行われているものと評価できる。
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　５　市による評価

＜稲毛記念館＞

自主事業の
効果的な実施

各種のイベント等を実施

飛行機なぜなに解説　年24回

稲毛子ども航空科学ｸﾗﾌﾞ　年12回

稲毛子どもｴｼﾞｿﾝｸﾗﾌﾞ　年12回

夏休み子ども工作教室　年2回

環境講演会　年2回

＜海星庵＞

秋の茶会　年1回

＜民間航空記念館＞

飛行機見学会　年2回
2

【主なイベント】

ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ　年5回、春のｺﾝｻｰﾄ　年1回

親子茶道体験教室　年１回

お楽しみ映画会　年12回

【その他】
稲毛記念館のレンガ壁の剥離に対して、室内
のレンガ壁に金網を設置するなど、自主的に
対応した。

（３）施設の効用の発揮、施設管理能力

利用促進の方策

近隣小中学校にパンフレットを配布、情報誌や
市政だよりへのイベント記事の掲載などのプロ
モーション活動を実施 2

公共施設等への配布
・稲毛記念館及び航空記念館ｲﾍﾞﾝﾄﾁﾗｼ配布
　年延べ６７５か所程度

その他　ポスター配布、市政だより、新聞・ラ
ジオでの施設紹介など

（２）市民サービスの向上

利用者への支援 ホームページで予約状況を掲載 2 全有料施設（特別会議室除く）

茶道具、会議室備品の無償貸与など 2 通年

関係法令等の遵守
（行政手続） 使用の不許可、制限に関する基準の明示 2 管理規程に明記し、施設に備え付けている。

モニタリング
の考え方 指定管理者自身によるセルフモニタリング 2 毎月　セルフモニタリング実施

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

関係法令等の遵守
（個人情報）

①財団法人千葉市みどりの協会個人情報保護
規程
②個人情報取扱業務書の作成

2
①施設に備え付けている。
②市政情報室で公開している。

評価
※１ A 所見

　接客応対やイベント内容などのサービス面はアンケート結果からも好評を得ているなど、評価でき
る。また、施設の修繕を積極的に行い、利用者の安全・快適さの確保に努めるとともに、民間航空発
祥の地100周年を記念したイベントの実施や稼働率の向上面でも大きな成果を出している。
　しかしながら、撮影会など新たな利用が急激に増加していることから、適切な対応を図ることが求め
られている。

　履行状況の確認
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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　都市局指定管理者選定評価委員会の意見

合計 20
平均 2.0

ア　接客応対やイベント内容などのサービス面で好評を得ており、利用者の満足度は高いため、良好な管理運営が行われていた。
イ　利用状況については、コスプレ以外の利用も引続き増やしていくこと。

収入見積の妥当性
利用料金収入は計画通りか 2

イベントなどの集客活動によるものではなく、
大規模利用団体の利用が増えたことが主な
原因である。

自主事業収入は計画通りか 2
概ね計画通りの執行状況であると考えられ
る。

（４）管理経費の縮減

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

概ね計画通りの執行状況であると考えられ
る。
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