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※　成果指標及び数値目標は、選定時に設定したものである。

平成28年度　指定管理者年度評価シート

１　公の施設の基本情報

施設名称 千葉市ビジネス支援センター

条例上の設置目的

 千葉市ビジネス支援センター設置管理条例（平成１８年千葉市条例第４３号）
第１条　本市は、企業の経営及び創業を支援することにより、本市の産業を振興し、経済の発展に
寄与するため、次のとおり千葉市ビジネス支援センターを設置する。

成果指標※

利用者数

相談件数

セミナー・研修受講者の満足度

インキュベート入居者の満足度

有料料金施設の利用率

ビジョン
（施設の目的・目指すべき方向性）

 地域経済を支える事業者の経営革新や新たな分野への進出、更には創業を志す起業者の取組に対し
てハード･ソフトの両面から本市の特性を生かした総合的・一体的な支援サービスを提供することを
目的とする。

ミッション
（施設の社会的使命や役割）

 効果的な情報発信や、コーディネーター等の活用を行い、利用者の満足度を高めるとともに、利用
者のニーズを的確にとらえ、時流に即した柔軟なサービスを提供する。
　また、地域及び関係団体との連携した取り組みを推進し、施設のポテンシャルを向上させる。

制度導入により見込まれる
効果

　本施設では、指定管理者制度の導入により、市民サービスの向上の効果を見込んでいる。した
がって、市としては、この制度導入効果を達成するため、指定管理者に来場者及び研修室の稼働率
の増加を期待する。

セミナー・研修受講者の満足度　90％以上

インキュベート入居者の満足度（施設、ソフト支援別）　80％以上

利用料金施設の利用率　80％以上

所管課 経済農政局経済部産業支援課

２　指定管理者の基本情報

指定管理者名 公益財団法人　千葉市産業振興財団

構成団体
（共同事業体の場合）

数値目標※

年間利用者数　18万人以上

相談件数（インキュベート施設入居企業からの相談は除く）　2,400件以上

非公募理由

　（公財）千葉市産業振興財団は、本市が法に基づく指定法人として指定し、かつ、新事業創出に
関する中核的支援機関に認定した唯一の法人であり、これまで、地域産業の振興に関する事業を実
施し成果をあげてきているところである。産業振興に関する各種支援事業を本市に特化して行える
のは同財団以外にはなく、本市としても同財団と一体になって産業振興施策を展開していく方針で
ある。

管理運営費の財源 指定管理料及び利用料金収入

３　管理運営の成果・実績

（１）成果指標に係る数値目標の達成状況

主たる事業所の所在地
（代表団体）

千葉市中央区中央4丁目5番1号

指定期間 平成24年4月1日～平成29年3月31日（5年）

選定方法 非公募

66.46%

※　数値目標は選定時に設定した数値であり、市設定の数値を上回る目標を指定管理者が設定している場合、市設定の数値は括弧
書きで表している。

成果指標 数値目標※ H28年度実績 達成率※

利用者数 180,000人 186,266人 103.48%

有料料金施設の利用率

インキュベート入居者の満足度

セミナー・研修受講者の満足度

80％以上

80％以上

90％以上

71.40% 89.25%

100.00%

90.17%

125.00%

100.19%

相談件数 2,400件 1,595件
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※１　「計画」とは、対象年度の収支予算書で定めた計画額を示す。

※２　「提案」とは、選定時に提案書等で指定管理者が提案した見積額を示す。

（２）その他利用状況を示す指標

指　標 H28年度実績

講座・セミナー　講座・参加者数 10講座・329人

利用料金収入 31,581,420円

４　収支状況

（１）必須業務収支状況

    ア　収入

（単位：千円）

費　目 H28年度
【参考】
H27年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 83,113 80,160 計画－提案 2,169 富士見分館の廃止に伴う収入減補填指定管理料

実績 83,113 80,160 実績－計画 0

提案 80,944 81,046
富士見分館の廃止に伴う利用減

計画 39,050 39,004 計画－提案 △ 3,163 実績値により計画したため利用料金収入

実績 31,581 35,893 実績－計画 △ 7,469

提案 42,213 42,111
インキュ電気使用料収入（△400）

計画 2,036 1,873 計画－提案 2,036 利用料金収入に含めて提案したためその他収入

実績 1,403 1,625 実績－計画 △ 633

提案 0 0

    イ　支出

（単位：千円）

費　目 H28年度
【参考】
H27年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 124,199 121,037 計画－提案 1,042合計

実績 116,098 117,678 実績－計画 △ 8,101

提案 123,157 123,157

給与改定（減額）と時間外勤務の削減

計画 81,694 80,548 計画－提案 △ 5,307 職員給与規程の改正による減人件費

実績 76,230 75,916 実績－計画 △ 5,464

提案 87,001 87,001
光熱水費等の削減に努めた

計画 35,647 34,260 計画－提案 13,236 一部管理費からの費目変更事務費

実績 28,309 28,794 実績－計画 △ 7,338

提案 22,411 22,411
清掃委託費等の経費削減

計画 6,445 6,229 計画－提案 △ 7,300 一部事務費への費目変更管理費

実績 4,880 5,587 実績－計画 △ 1,565

提案 13,745 13,745

計画 計画－提案 0委託費

実績 実績－計画 0

提案

計画 413 0 計画－提案 413 破損備品の新たな購入が生じたためその他事業費

実績 413 0 実績－計画 0

提案 0 0

計画 計画－提案 0本社費・共通費

実績 実績－計画 0

提案

計画 124,199 121,037 計画－提案 1,042合計

実績 109,832 110,297 実績－計画 △ 14,367

提案 123,157 123,157

本社費・共通費の配賦基準・算定根拠
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イ　支出

（３）収支状況

（単位：千円） （単位：千円）

費　目 H28年度
【参考】
H27年度

費　目 H28年度
【参考】
H27年度

（２）自主事業収支状況

ア　収入

0 0
その他収入 実績 0 0 事務費 実績 0 0
自主事業収入 実績 0 0 人件費 実績

0 0
委託費 実績 0 0

合計 実績 0 0 管理費 実績

利用料金 実績 0 0
その他事業費 実績 0 0

使用料 実績 0 0
事業費 実績 0 0

本社費・共通費の配賦基準・算定根拠

（単位：千円）

H28年度 【参考】H27年度

本社費・共通費 実績 0 0
合計 実績 0 0

必須業務

収入合計 116,098 117,678
支出合計 109,832 110,297
収　支 6,266 7,381

総収入 116,098 117,678
総支出 109,832 110,297

自主事業

収入合計 0 0
支出合計 0 0
収　支 0 0

利益還元の内容

剰余金が総収入額の10％
を超える場合には、「剰
余金」と「総収入額の
10％に当たる額」の差額
の2分の1に相当する額を
還元する。

剰余金が総収入額の10％
を超える場合には、「剰
余金」と「総収入額の
10％に当たる額」の差額
の2分の2に相当する額を
還元する。

５　管理運営状況の評価

（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）

評価項目 市の評価 特記事項

収　支 6,266 7,381
利益の還元額 0 0

利用者数　180,000人以上 Ｃ 実績186,266人（達成率103.48％）

相談件数　2,400件以上 Ｄ 実績1,595件（達成率66.46%）

有料料金施設の利用率　80％以上

インキュベート入居者の満足度　80％以上

セミナー・研修受講者の満足度　90％以上

Ｃ
Ａ
Ｃ

実績71.4%（達成率89.25%）

実績100.00%（達成率125.00%）とても満足47.06%、満足52.94%

実績90.17%（達成率100.19%）

【評価の内容】※数値はいずれも原則であり、特殊な事情がある場合は当該事情も含め、総合的に判断する。
　Ａ：成果指標が市設定の数値目標の１２０％以上（ただし、指定管理者設定の目標に達していない場合はＢとする。）

　Ｂ：成果指標が市設定の数値目標の１０５％以上１２０％未満（ただし、指定管理者設定の目標に達していない場合はＣとする。）

　Ｃ：成果指標が市設定の数値目標の８５％以上１０５％未満
　Ｄ：成果指標が市設定の数値目標の６０％以８５％未満
　Ｅ：成果指標が市設定の数値目標の６０％未満

（２）市の施設管理経費縮減への寄与

評価項目 市の評価 特記事項

市の指定管理料支出の削減 Ｃ 計画額83,113千円　→　実績額83,113千円

【評価の内容】※数値はいずれも原則であり、特殊な事情がある場合は当該事情も含め、総合的に判断する。
　Ａ：選定時の提案額から１０％以上の削減
　Ｂ：選定時の提案額から５％以上１０％未満の削減
　Ｃ：選定時の提案額と同額又は５％未満の削減
　（Ｄ・Ｅ：選定時の提案額を超える支出を行うことはないため、該当なし）
　－：対象外（市の指定管理料支出がない。）
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利用者意見の聴取

利用者意見への対応

自己モニタリング

（エ）施設の事業の効果的な実施

広報・プロモーション業務

施設等貸出業務

相談及び人材育成業務

創業支援事業

利用促進の方策

ア　市民の平等利用の確保

イ　施設管理能力

（ア）管理運営の執行体制

（イ）施設の維持管理

利用者への支援

ウ　施設の効用の発揮

（ア）開館時間・休館日

（３）管理運営の履行状況

評価項目 自己評価 市の評価 特記事項

利用料金設定・減免

（イ）利用者サービス

市内雇用への配慮

障害者雇用の確保

施設職員の雇用の安定化への配慮

Ｃ Ｃ 　人員増加や補充が必要となる際には、できるだ
け市内から雇用するように努めている。

（ア）人員の確保

エ　その他

【評価の内容】
　Ａ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
　Ｂ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を上回るなど、優れた管理運営が行われていた。
　Ｃ：概ね管理運営の基準・事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた。
　Ｄ：一部、管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、改善の余地がある管理運営が行われていた。
　Ｅ：管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

（ウ）利用者意見聴取・自己モニタリング

情報収集及び提供事業

（イ）リスク管理・緊急時対応

必要な専門職員の配置

従業員の能力向上

点検・予防保全

修繕

設備・備品管理

清掃管理

（ア）関係法令等の遵守

個人情報保護

情報公開

行政手続の明確化

労働条件確保

警備業務

　開館時間・利用料金設定について事業計画どお
り行われている。また、ホームページやチラシに
より施設のＰＲが行われている。

　利用者の施設及び職員に対する満足度は、約９
割が「良い」「とても良い」と回答しており、数
値目標に掲げる利用者満足度の水準を満たしてい
る。

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

　広報においてはＨＰのほかに他機関広報媒体や
アトリウムの広報媒体を積極的に活用した。
　人材育成においては、情報収集やアンケート結
果等から、ニーズに合ったセミナーを複数回にわ
たり企画・開催するなど、受講者を増やす工夫が
見られた。
　創業支援業務においても、コーディネーターに
よるアドバイス等、継続的な支援を行った。

ＢＡ

　トラブルもなく運営されていた。ＣＣ

　管理運営の基準及び事業計画書のとおり、適切
な職員配置及び責任所在の明確化が図られてい
る。

Ｃ

　適正に、施設の保守管理、設備・備品の管理・
清掃・警備等が実施されている。
　28年度は大きな修繕も発生しなかった。

ＣＢ

Ｃ

　日常的に財団職員による点検を実施し、入居者
とも緊密な連携を図るなどの対応を行ってきた。
本館では2度にわたり地震・消防訓練を実施するな
ど意識を高く維持している。

　市民の平等利用の確保や、関係法令に則った運
営はもちろん、コンプライアンスを重視し、厳密
に管理運営を実施している。

Ｃ

ＢＢ

Ｃ
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（４）経済農政局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応

意見の内容 意見対象年度 対応・改善の内容

６　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

実施内容

調査方法

回答者数

質問項目

稼働率の低い施設の利用促進に向け、工夫さ
れたい。

平成27年度
ＨＰの更新頻度を高めたり、他機関広報媒体の活用やアトリウムに
おける広報媒体の活用などを積極的に行った。

ア　窓口相談利用者アンケート
イ　貸出施設利用者アンケート
ウ　情報センター利用者アンケート
エ　講座・研修アンケート
オ　ビジネスインキュベート室利用者アンケート

ア　167人（配付 167人）
イ　322人（配付 578人）
ウ　258人（配付 499人）
エ　173人（配付 197人）
オ　 17人（配付  17人）

主な項目は以下の通り

結果

ア　窓口相談利用者アンケート（配付 167人、回答 167人）
・窓口職員の対応
　　とても良い（129人）、良い（30人）、ふつう（8人）、良くない（0人）、全く良くない（0人）
・相談に対するアドバイス
　　的確なアドバイス（161人）、どちらともいえない（3人）、満足しない（1人）
・今後の利用について
　　利用したい（159人）、分からない（6人）、利用しない（0人）

イ　貸出施設利用者アンケート（配付 578人、回答 322人）
・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（163人）、良い（136人）、普通（21人）、良くない（2人）、全く良くない（0人）
・職員の対応はいかがでしたか？
　　とても良い（122人）、良い（170人）、普通（30人）、良くない（0人）、全く良くない（0人）
・ご意見・ご感想をご自由にご記入ください。（主なもの）
　　施設がきれい。明るい。
　　設備の利用方法のアドバイスありがとうございました。／部屋を区分できるところがいい。
　　丁寧に施設の案内いただきありがとうございました。／利用しやすい料金設定がいい。

ウ　情報センター利用者アンケート（配付 499人、回答 258人）
・必要な情報を入手することができましたか？
　　入手できた（139人）、ある程度できた（114人）、できなかった（4人）、無回答（1人）
・情報センターをまた利用したいと思いましたか？
　　思う（252人）、思わない（0人）、何とも言えない（6人）、無回答（0人）
・ご意見・ご感想をご自由にご記入ください。（主なもの）
　　静かで景色もよく、落ち着いて勉強ができるのがよい。
　　無料でインターネット検索ができるのがよい。／場所がいいので利用しやすい。
　　資料の検索ができて助かった。／無料でＰＣを利用できて助かった。

エ　講座・研修アンケート（配付197人、回答173人）
・本日の内容はいかがでしたか？
　　とても参考になった（91人）、参考になった（65人）、ふつう（14人）、参考にならなかった（1人）、
　　全く参考にならなかった（1人）、無回答（1人）
・講師の話し方は分かりやすかったですか？
　　理解できた（106人）、ある程度理解でした（52人）、ふつう（9人）、あまり理解できなかった（3人）、
　　理解できなかった（2人）、無回答（1人）
・ご意見・ご感想等、自由にご記入ください。
　　無料で参加させていただけるセミナーは、大変貴重な機会であり、今後もぜひ参加させていただければと存じます。
　　大変参考になる研修をありがとうございました。メールマガジンも楽しみにしております。
　　講義内容もそうですが、同じような志の人といろいろな話を聞けたことが大変刺激になりました。
　　経験豊富な先生から実務的なお話が聞けてたいへんよかった。有難うございました。
　　基本的な事ながら、見落としていた内容があり大変参考になりました。御説明の仕方もわかりやすかったです。ありがとうご
ざいました。

オ　ビジネスインキュベート室利用者アンケート（配付17人、回答17人）
・ご利用いただいたいる施設に満足されていますか？
　　とても満足している（8人）、満足している（9人）、ふつう（0人）、不満がある（0人）、
　　とても不満がある（0人）
・支援についての対応はいかがでしたか？
　　とても良い（11人）、良い（4人）、ふつう（2人）、良くない（0人）、全く良くない（0人）
・コーディネーター等の支援（アドバイス等）について満足されていますか？
　　とても良い（11人）、良い（4人）、ふつう（2人）、良くない（0人）、全く良くない（0人）
・ご意見・ご感想等、自由にご記入下さい。
　　施設（環境）には大変満足しております。／多くのご支援をいただき、とても感謝しております。
　　施設退去後にも支援・企画などがありましたら、なお一層良いかと思います。
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千葉市予約システムに参加することで利用者サービスの向上を図る。

（３）経済農政局指定管理者選定評価委員会の意見

・概ね適切に管理運営が行われていると認められる。
・引き続き、インキュベート等の創業支援の継続に注力されたい。
・今後も情報発信を工夫をするなど利用者の増加に努められたい。

（２）市による評価

総括
評価 Ｃ 所見

　施設の利用者数（186,266人）は、数値目標（180,000人以上）に対して約4％上
回った。
　利用料金収入（31,581千円）は計画額と比べて低い数字となってしまったが、富
士見分館の廃止による募集停止の影響によるところが大きい。
　インキュベート室の入居率は、富士見分館の募集停止にも関わらず、チバラボ利
用者のインキュベート室への入居を促すなど、昨年度と同じ入居率を維持した点
は、評価したい。
　モニタリングのアンケート結果は、回収率の更なる向上に努める必要があるもの
の、総じて良好であり、利用者満足度の水準を満たしている。
　利用者数や施設の稼働率など目に見える数字のインパクトは小さいものではない
が、講座・セミナーをより多く開催して参加者が増加した点などは、ニーズをしっ
かり把握・考慮していたことの証左であり、今後も的確な運営が求められる。

【評価の内容】
　Ａ：市が指定管理者に求める水準等を大きく上回る、特に優れた管理運営が行われていた。
　Ｂ：市が指定管理者に求める水準等を上回る、優れた管理運営が行われていた。
　Ｃ：概ね市が指定管理者に求める水準等に則した、良好な管理運営が行われていた。
　Ｄ：管理運営の一部において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず、改善の余地のある管理運営が行われていた。
　Ｅ：管理運営全般において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず、速やかな改善が求められる管理運営が行われていた。

７　総括

（１）指定管理者による自己評価

総括
評価 Ｂ 所見

・利用者数は186,266人(H27年度：219,010人)であり、前年度比約15.0％の減と
なったが、数値目標(18万人以上)に対しては約3.5％上回る結果となった。
　利用料金施設(会議室等)の稼働率は約71.4％(H27年度：80.4％)と､前年度比9ポ
イント減､数値目標(80％以上)を8.6ポイント下回った。
　また、本館のインキュベート室入居率は、83.3％(H27年度末：約55.6％)と大幅
増となった。なお、富士見分館は入居者の募集を取り止めているため、本館・富士
見分館を合せた入居率は、53.1％(H27年度末：53.1％)にとどまっている。
・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､利用料金施設(会議室等)では、｢とても
良い｣｢良い｣が約95.2％。インキュベート室では､施設満足度は100％、支援満足度
は88.0％という結果であり、利用者満足度の高いサービスを提供することができ
た｡
・千葉市の産業振興の拠点施設として、今後も効果的な支援と更なるサービスの向
上を推し進めていく。

（利用料を）当日支払で対応してもらいたい。 千葉市予約システムに参加することで利用者サービスの向上を図る。

（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応

主な意見・苦情 指定管理者の対応

ＰＣ予約を充実してほしい。
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