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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29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

セミナー・研修受講者の満足度

インキュベート室入居者の満足度

一般有料貸出施設の稼働率

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により、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ことで、利用者の満足度を高める。
　また、地域及び関係団体との連携した取り組みを推進し、新たな利用者を獲得することなどによ
り、施設のポテンシャルを向上させ、市内のビジネス環境の活性化を図る。

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貸出施設の稼働
率の増加を期待する。

インキュベート室入居率

コーディネーター等の効果的な活用

コーディネーターの平均新規開拓企業数　10社以上かつ既存企業支援数40社以上

インキュベート室入居率　80%以上（富士見分館は除く）

一般有料貸出施設の稼働率　43%以上（最終年度52％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

（1社あたり平均相談時間1時間とする。）

※時間帯ごとのコマ数ベースでの平均稼働率

インキュベート室入居者の満足度（施設、ソフト支援別）　80%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）　1,500件以上

セミナー・研修受講者の満足度　90％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

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

※富士見分館は、平成29年4月1日～平成29年9月30日（6か月）

選定方法 非公募

平成29年4月1日～平成34年3月31日（5年）

指定期間 ※平成30年7月1日付で千葉市ビジネス支援センター設置管理条例を廃止することに伴い指定を解消
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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。

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

新規170.00%／既存102.50%

※　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。

（２）その他利用状況を示す指標

成果指標 数値目標※ H29年度実績 達成率※

利用者数 180,000人 186,915人 103.84%

一般有料貸出施設の稼働率

インキュベート室入居率

インキュベート室入居者の満足度

43％以上

80％以上

80％以上

42.21% 98.16%

84.26%

100.00%

105.33%

125.00%

相談件数（コーディネーター活用）

指　標 H29年度実績

講座・セミナー　講座・参加者数 10講座・226人

利用料金収入 29,199,190円

開拓企業数（コーディネーター活用） 新規10社以上／既存40社以上 新規17社／既存41社

４　収支状況

（１）必須業務収支状況

    ア　収入

（単位：千円）

費　目 H29年度
【参考】
H28年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 76,023 83,113 計画－提案 △ 260 消費税据置による差額指定管理料

実績 76,023 83,113 実績－計画 0

提案 76,283 80,944
富士見分館の廃止に伴う利用減

計画 31,537 39,050 計画－提案 △ 1,392 その他収入として計画したため利用料金収入

実績 29,199 31,581 実績－計画 △ 2,338

提案 32,929 42,213
インキュ電気使用料収入（△400）

計画 1,392 2,036 計画－提案 1,392 利用料金収入に含めて提案したためその他収入

実績 1,032 1,403 実績－計画 △ 360

提案 0 0

計画 108,952 124,199 計画－提案 △ 260合計

実績 106,254 116,098 実績－計画 △ 2,698

提案 109,212 123,157

1,500件以上 1,556件 103.73%

セミナー・研修受講者の満足度 90％以上 89.38% 99.31%
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イ　支出

    イ　支出

（単位：千円）

費　目 H29年度
【参考】
H28年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

給与改定（減額）と時間外勤務の削減

計画 73,689 81,694 計画－提案 △ 176 職員給与規程の改正による減人件費

実績 64,530 76,230 実績－計画 △ 9,159

提案 73,865 87,001
光熱水費等の削減に努めた

計画 30,694 35,647 計画－提案 5,492 委託費からの費目変更事務費

実績 24,030 28,309 実績－計画 △ 6,664

提案 25,202 22,411
清掃委託費等の経費削減

計画 1,845 6,445 計画－提案 △ 36 一部事務費への費目変更管理費

実績 686 4,880 実績－計画 △ 1,159

提案 1,881 13,745

計画 0 計画－提案 △ 4,864 事務費への費目変更委託費

実績 0 実績－計画 0

提案 4,864
H30年度廃止決定により備品購入の必要がなくなったため

計画 2,724 413 計画－提案 △ 676 破損備品の新たな購入が生じたためその他事業費

実績 454 413 実績－計画 △ 2,270

提案 3,400 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 108,952 124,199 計画－提案 △ 260合計

実績 89,699 109,832 実績－計画 △ 19,253

提案 109,212 123,157

（単位：千円） （単位：千円）

費　目 H29年度
【参考】
H28年度

費　目 H29年度
【参考】
H28年度

本社費・共通費の配賦基準・算定根拠

（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

本社費・共通費 実績 0 0
合計 実績 0 0
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（３）収支状況 （単位：千円）

H29年度 【参考】H28年度

必須業務

収入合計 106,254 116,098
支出合計 89,699 109,832
収　支 16,555 6,266

自主事業

収入合計 0 0
支出合計 0 0
収　支 0 0

利益の還元額 2,965 0

総収入 106,254 116,098
総支出 89,699 109,832

開拓企業数　新規10社以上／既存40社以上 Ａ 実績17社【新規】41社【既存】（達成率170.00%【新規】102.50%【既存】）

一般有料貸出施設の稼働率　43％以上

インキュベート室入居者の満足度　80％以上

相談件数　1,500件以上

Ｃ

Ａ

Ｃ

実績42.21%（達成率98.16%）

実績100.00%（達成率125.00%）とても満足75.00%、満足25.00%

実績1,556件（達成率103.73%）

セミナー・研修受講者の満足度　90％以上 Ｃ 実績89.38%（達成率99.31%）

【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76,023千円　→　実績額76,023千円

【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。）

インキュベート室入居率　80%以上 Ｂ 実績84.26%（達成率105.33%）

利用者数　180,000人以上 Ｃ 実績186,915人（達成率103.84％）

利益還元の内容

指定管理事業廃止以降
も、旧指定管理事業のう
ち相談事業及びセミナー
事業等は、引き続き（公
財）千葉市産業振興財団
が実施していることか
ら、当該事業の充実に利
益還元を行う。

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。

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 16,555 6,266
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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。
　利用料金の改定は、浸透するのに時間がかか
り、これから効果が出る段階だと思われる。

　窓口利用者、貸出施設利用者等から高い満足度が得
られている。
　アンケートの回答件数が減少しているため、できる
だけ多くの意見・要望を把握し、運営にしっかり反映
させるように努めてほしい。

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

　利用者増に向け、既存の広報に加え、新たにSNS
を活用した広報を行った。
　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。

ＢＢ

　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。
　富士見分館の廃止に伴い、サイン表示の原状回
復を含む、施設全体の原状回復を遺漏なく行われ
た。

ＢＢ

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っているほか、本館では2度に
わたり地震・消防訓練を実施するなど、緊急時に
的確な対応ができる体制を整えている。

　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

ＣＣ

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

・インキュベート等の創業支援の継続に注力
されたい。
・情報発信の工夫をするなど利用者の増加に
努められたい。

平成28年度

・インキュベート室卒業企業へのフォローや、レンタルオフィスに
おける相談をはじめ各種支援事業を継続的に実施した。
・利用者増に向け、既存の広報に加え、新たにSNSを活用した広報
を行った。

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　145人（配付 145人）
イ　260人（配付 423人）
ウ　249人（配付 373人）
エ　113人（配付 133人）
オ　 12人（配付  12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 145人、回答 145人）
・窓口職員の対応
　　とても良い（119人）、良い（21人）、ふつう（5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（141人）、どちらともいえない（4人）、満足しない（0人）
・今後の利用について
　　利用したい（141人）、分からない（4人）、利用しない（0人）

イ　貸出施設利用者アンケート（配付 423人、回答 260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（151人）、良い（93人）、普通（16人）、良くない（0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（82人）、良い（141人）、普通（36人）、良くない（0人）、全く良くない（0人）、無回答（1人）
・ご意見・ご感想をご自由にご記入ください。（主なもの）
　　施設全体がきれい。明るい。／ＰＣ、ＷＥＢから予約ができて便利になった。
　　部屋のレイアウトの変更ができるところがいい。／利用しやすい料金設定がいい。
　　研修会や講習会の会場としてきぼーる内にあるので案内しやすかった。／会議室が豊富で人数によって選べるのがいい。

ウ　情報センター利用者アンケート（配付 373人、回答 249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（87人）、ある程度できた（144人）、できなかった（2人）、無回答（16人）
・情報センターをまた利用したいと思いましたか？
　　思う（222人）、思わない（2人）、何とも言えない（22人）、無回答（3人）
・ご意見・ご感想をご自由にご記入ください。（主なもの）
　　新聞と雑誌をいつも利用している。／窓際の自習スペースをよく利用している。
　　中小企業の紹介とセミナーの案内があってよかった。／Ｗｉ－Ｆｉが利用できてよかった。
　　打ち合わせができるテーブル席があってよかった。／無くなるのが残念。

エ　講座・研修アンケート（配付133人、回答113人）
・本日の内容はいかがでしたか？
　　とても参考になった（53人）、参考になった（48人）、ふつう（8人）、参考にならなかった（0人）、
　　全く参考にならなかった（0人）、無回答（4人）
・講師の話し方は分かりやすかったですか？
　　理解できた（78人）、ある程度理解でした（26人）、ふつう（4人）、あまり理解できなかった（1人）、
　　理解できなかった（0人）、無回答（4人）
・ご意見・ご感想等、自由にご記入ください。
　　とてもいい講座で大変勉強になりました。／とても有意義でした。参加者の方々とつながれたのはとてもありがたいです。
　　法人に対する税の仕組等、別世界のお話を聞くことが出来た。
　　ディスカッション、意見交換の時間がもっとあっても良かった。
　　素晴らしい内容でした。ぜひ多くの方に周知されてくだされば嬉しいです！／事例が多くて楽しかったです。
　　無料や低料金で、創業に関する勉強が出来るので、有り難く思います。また他のセミナーも参加したいです。
　　具体的なアドバイスがもらえて良かった。／貴重な内容であり参考になりました。

オ　ビジネスインキュベート室利用者アンケート（配付12人、回答12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（9人）、満足している（3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（8人）、良い（4人）、ふつう（0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（8人）、良い（2人）、ふつう（1人）、良くない（1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。
　　融資などのご相談、アドバイスはとても助かりました。／きめ細かな対応をして頂いております。
　　いつでも快く相談に応じ、助けてくれました。／いつも適確なアドバイスを頂き、とても参考になります。
　　特に来客の際に、重宝しております。ビジネス支援センターの廃止は大変遺憾。
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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った。

（３）経済農政局指定管理者選定評価委員会の意見

　平成30年7月1日付で施設廃止のため、選定評価委員会による評価は実施しません。

（２）市による評価

総括
評価 Ｂ 所見

　施設の利用者数（186,915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（29,199千円）は計画額（31,537千円）と比べて低い数字となって
しまったが、稼働率向上を図るために平成29年度から実施した利用料金の改定や会
議室の形態変更（パソコン室⇒会議室5）は、利用者に浸透するのに時間かかか
り、効果が表れる前段階だと思われる。
　インキュベート室の入居率は前年度から減少したものの、平成30年7月1日でのビ
ジネス支援センター廃止決定による影響が大きく、入居者アンケートで高い満足度
が得られていることから、効果的な創業支援が実施されていると評価できる。
　セミナー・研修受講者は前年度よりも減少したものの、満足度は期待する水準と
同程度であり、テーマの設定や開催時期等の工夫によるものと評価したい。
　相談件数（1,556件）は、相談内容の広範囲化や1件あたりの相談時間が増大化す
る傾向があるなかで、数値目標（1,500件以上）を上回った。
　コーディネーターの平均新規開拓企業数（17社）は、数値目標（10社以上）に対
して70%上回っており、コーディネーターによる積極的な支援がなされていると評
価できる。
　平成29年10月1日付けでの富士見分館廃止や平成30年7月1日付けでのビジネス支
援センター廃止決定など、大きな転換のあった年度であったが、総じて市が求める
水準等を上回る、優れた管理運営が行われていた。

【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186,915人(平成28年度:186,266人)であり、前年度比約0.35％の微増
となり、数値目標(18万人以上)に対しては約3.84％上回る結果となった。
・一般有料貸出施設(会議室等)の稼働率については、平成29年度から貸出時間帯毎
のコマ数ベースでの平均稼働率とした。平成29年度の数値目標(43％以上)に対し、
42.21％と概ね目標を達成できた。
・本館インキュベート室の入居率は、約84.26％(H28年度末:約83.3％)と微増とな
り、数値目標(80％以上)をクリアするとともに、入居者の満足度は100％を達成
し、特に優れた成果となった。
・セミナー･研修受講者の満足度については、数値目標(90％以上)に対し、89.38％
と概ね目標を達成できた｡
・相談件数については、数値目標(1,500件以上)に対し、1,556件となり、目標を達
成できた｡
・開拓企業数については、数値目標(新規10社以上/既存40社以上)に対し、新規17
社･既存41社となり、目標を達成できた｡
・管理運営業務については、富士見分館の廃止に伴う原状回復に努めた他、概ね計
画･基準に沿った業務を遂行することができた｡
・ビジネス支援センターの廃止(平成30年7月1日付)が決定したが、平成30年度も引
き続き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。

立地が良く利用しやすかったので6月でなくなるのが残念。近隣の公共施設の会議室を案内した。

（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

（利用料を）当日支払で対応してもらいたい。
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