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第１ はじめに 

 
 本市は、１０年・２０年後を見据え、本市の未来を豊かなものとするため、市民・団体・企業・大

学など、様々な主体と行政がともに取り組むまちづくりの計画として、平成２３年６月に、「千葉市新

基本計画」を策定しました。 

 この計画では、まちづくりの取組み指針としての「まちづくりのコンセプト」を、「わたしから！ 未

来へつなぐ まちづくり」と定め、このコンセプトのもと、政策分野に対応した施策体系の最も大き

な柱である５つの「まちづくりの方向性」に基づく政策分野別の取組みを通じて、「未来をつくる人材

が育つまち」「みんなの力で支えあうまち」「訪れてみたい・住んでみたいまち」という３つの「実現

すべきまちの個性」の実現を目指しており、文化・芸術の振興施策については、「豊かな心が育ち、新

たな価値が生まれるまちへ」という「まちづくりの方向性」に基づく、「文化を守り、はぐくむ」とい

う施策の柱の中に位置付けています。 

 また、本市では、文化行政の個別部門計画として、平成１１年に「千葉市文化振興マスタープラン」

を策定し、同プランの基本理念である「個性豊かな新しいちば文化の創造」の実現に向け、平成２０

年度からは「千葉市文化芸術振興計画」に基づいた文化芸術の振興を、総合的・計画的に推進してき

ました。 

 その後、平成２５年９月に２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京オ

リパラ」といいます。）の招致が決定するなど、文化を取り巻く状況も大きく変化し、本市においても、

策定作業を進めている次期千葉市文化芸術振興計画（以下、「次期計画」といいます。）を平成２８年

度からスタートさせる予定です。 

 このような状況を踏まえ、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげが、各施設の特性を活か

した事業を展開し、市民文化創造の拠点として存在価値を高めることは、本市の文化芸術の振興・発

展にとって、大きな力になるものと考えています。 

 そこで、文化芸術に対する知見や創造性・企画力に基づいて、多彩な内容と幅広い層の参加が期待

できる文化芸術事業及びそれを支えるより良い市民サービスを実現させるための管理運営の提案を求

めます。 

 また、特に今回の指定期間の最終年度は、東京オリパラの開催年に当たります。本市ではこの機会

を好機ととらえ、関係機関と連携しながら千葉の文化を広く市内外に発信したいと考えていますので、

各文化施設に対しても最大限の協力を求めるとともに、指定期間を通じて、東京オリパラ、次期計画

を意識した計画的な事業展開を期待します。 

 
１ 本書の位置づけ 

 本書は、千葉市美術館および千葉市民ギャラリー・いなげ（以下「両施設」といいます。）の管理運営

に関し、千葉市美術館条例（昭和７年千葉市条例第３４号。以下「美術館条例」といいます。）第１９条

及び市民ギャラリー・いなげ設置管理条例（昭和６３年千葉市条例第４０号。以下「ギャラリー設置管

理条例」といいます。）第１４条の規定に基づき、「その他市長の定める」基準を示したものです。 

 

２ 管理運営業務にあたっての基本的な遵守事項 

 指定管理者は、指定期間における管理運営業務の実施にあたっては、美術館条例及び千葉市美術館管

理規則（平成１９年千葉市規則第２１号。以下「美術館管理規則」といいます。）並びにギャラリー設置

管理条例及び千葉市民ギャラリー・いなげ管理規則（平成１９年千葉市規則第２０号。以下「ギャラリ

ー管理規則」といいます。）のほか、法令、条例、条例に基づく規則、その他市の定めるところに従わな

ければなりません。また、住民の平等利用を確保できるよう、特定の団体や個人に、有利または不利に

なる管理運営を行わないよう、特に留意してください。  



2 

 

３ 施設の概要 

名称 千葉市美術館 

所在地 千葉市中央区中央３丁目１０番８号 

施設規模 敷地面積 2,619.38 ㎡（ポケットパーク 241.17 ㎡含む） 

延床面積 17,499.15 ㎡  うち美術館分 11,943.38 ㎡（共有部分の持ち分含む） 

施設構造 鉄骨鉄筋コンクリート造（中央区役所との複合施設） 

地下３階地上１２階、搭屋１階建 

うち美術館は１階の一部、６～１２階部分 

施設概要 １階  美術館エントランス 

さや堂ホール 421.47 ㎡（２階 48.00 ㎡含む） 

     多目的スペース（旧ミュージアムショップ） 

６階  収蔵庫 979.6 ㎡、写真スタジオ、くん蒸室 

７階  展示室 689.1 ㎡、ミュージアムショップ 

８階  展示室 634.4 ㎡ 

９階  市民ギャラリー（３室）460.7 ㎡、講座室 73.0 ㎡ 

１０階  図書室 70.7 ㎡、館長室、事務室、学芸員室、資料室、会議室 

１１階  講堂 180.0 ㎡、レストラン 

１２階  機械室 

 

駐 車 場 中央区役所と共有の機械式駐車場８５台収容可 

休 館 日 月曜日（月曜日が休日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に

規定する休日をいう。以下同じ。）に当たるときは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）及び年末年始（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの

日） 

開館時間 展示室・市民ギャラリー 午前 10 時から午後 6 時 

（金曜日（休日に当たるときを除く。）は午後 8 時） 

さや堂ホール・講堂・講座室 午前 10 時から午後 9 時 
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名称 千葉市民ギャラリー・いなげ 

所在地 千葉市稲毛区稲毛１丁目８番３５号 

施設規模 敷地面積：2,699.26 ㎡ 

①ギャラリー棟 

延床面積： 544.6 ㎡  

②旧神谷伝兵衛稲毛別荘（保存公開施設） 

※国登録有形文化財（平成９年登録） 

延床面積：245.93 ㎡ 

形式：洋風住宅建築桟瓦葺 

施設構造 ①鉄筋コンクリート造２階建 

②鉄筋コンクリート造２階建地下１階 

施設概要 ギャラリー棟 

＜１階＞ 第１制作室 41 ㎡ 第２制作室 64 ㎡ 

事務室 27 ㎡   ロビー64 ㎡ 

＜２階＞ 第１展示室 64 ㎡ 第２展示室 41 ㎡ 第３展示室 41 ㎡ 

第３制作室（和室）12 畳・4.5 畳 

多目的コーナー（談話室） 

駐 車 場 ９台（無料） 

休 館 日 月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休

日でない日）及び年末年始（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日） 

開館時間 展示室        午前 9 時から午後 5 時 15 分 

  制作室        午前 9 時から午後 9 時 

  旧神谷伝兵衛稲毛別荘 午前 9 時から午後 5 時 15 分 

 

第２ 指定管理者が行う業務の範囲・内容 

 

 指定管理者は、指定期間にわたって、本書に示す基準を満たした施設の管理を行ってください。指定

管理者が行う業務の範囲は、以下の１～６の指定管理業務及び自主事業です。 

 なお、千葉市美術館については中央区役所との複合施設であり、中央区役所部分については施設管理

業務の範囲外としますが、指定管理者は中央区役所部分の管理業務に対し十分配慮してください。 

 

１ 基本的事項 

２ 企画提案業務 

３ 施設使用許可業務（千葉市民ギャラリー・いなげについては、別荘公開業務を含む） 

４ 特別利用許可業務（千葉市美術館のみ） 

５ 施設維持管理業務 

６ 経営管理業務 
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第３ 基本的事項について 

 

１ 使用時間及び休館日 

（１）使用時間 

美術館条例及びギャラリー設置管理条例（以下これら 2 条例を「設置管理条例」と総称します。）

では、両施設の使用時間は次のとおりです。 

また、旧神谷伝兵衛稲毛別荘の使用時間は次のとおりとします。 

ただし、指定管理者はあらかじめ市の承認を得てこれを変更することができます。 

  ア 千葉市美術館 

展示室及び市民ギャラリー    午前 10 時から午後 6 時まで 

（金曜日（休日に当たるときを除く）は午後 8 時まで） 

さや堂ホール、講堂及び講座室  午前 10 時から午後 9 時まで 

  イ 千葉市民ギャラリー・いなげ 

展示室         午前 9 時から午後 5 時 15 分まで 

制作室         午前 9 時から午後 9 時まで 

旧神谷伝兵衛稲毛別荘  午前 9 時から午後 5 時 15 分まで 

 

（２）休館日 

設置管理条例上、休館日は毎週月曜日（月曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日

に最も近い休日でない日）、年末年始（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの間）とします。ただし、

指定管理者は市の承認を得て、休館日に開館することができます。 

 

２ 施設の組織 

施設の管理運営業務を適切に行い、必要な利用者サービスの水準を確保できる職員配置体制を整えて

ください。千葉市美術館においては、美術館特有の業務を確実に、また発展的に遂行できる学芸員を配

置することとし、千葉市民ギャラリー・いなげにおいては、美術に精通した者（資格の有無は問わない）

を１名以上配置してください。 

両施設を総括する管理運営の責任者として「総括業務責任者」を置くとともに、その補助となる職員

を置いてください。市との連絡・調整は、緊急時等を除き、原則として総括業務責任者又はその補助職

員が行うこととします。 

また、上記の総括業務責任者及びその補助職員のほか、各施設に業務責任者を置くようにしてくださ

い。なお、総括業務責任者は業務責任者と、総括業務責任者の補助職員は各施設の職員とをそれぞれ兼

ねることができます。 

一括管理のメリットを活かし、業務責任者を除き、業務執行に支障のない範囲で両施設を兼務しても

構いません。また、両施設の人事交流や流動配置を行うなど、情報の共有化を図り、連携して利用者サ

ービスや利用率の向上等を図れるような体制を構築するよう工夫してください。 

管理の開始に当たり、総括業務責任者・業務責任者が欠けた場合等にその職務を代理する者を選任し、

市に報告することとします。また、毎年度当初に、その年度の職員配置体制を市に報告してください。 

 

３ 管理業務マニュアルの作成 

指定管理者は、管理業務に従事する従業員が適切に職務を実施できるよう、指定期間の初日までに、

管理業務に関するマニュアルを作成し、市に届け出てください。また、その内容を変更した場合も速や

かに届け出てください。 
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４ 利用料金 

（１）利用料金の設定 

市が設置管理条例及び美術館管理規則で規定する額の範囲内で、指定管理者は市の承認を得て、

利用料金を設定することができます。承認された料金設定は、指定期間中、市が特に必要があると

認める場合を除き、変更しないこととします。 

なお、利用者への事前周知のため、各施設利用料金は管理開始前に、美術展観覧利用料金は各年

度の初日までに承認を得てください。 

 

 

（２）利用料金の減免等 

指定管理者は、利用料金の減免に関する基準及び手続を定め、市の承認を得た上で、利用料金を

減免することができます。 

 必ず減免すべき項目等については、該当する業務基準に記載しています。 

 

（３）利用料金の徴収 

指定管理者は、美術展観覧者、施設使用者、特別利用を行う者（美術館のみ）より利用料金を徴

収し、適切に管理してください。なお、指定管理者は徴収した全ての利用料金について必要な帳簿

を作成してください。 

 

（４）利用料金の返還 

   すでに支払われた利用料金は、原則として返還しませんが、美術館管理規則第１４条各号及びギ

ャラリー管理規則第８条各号に定める場合においては、利用者へ全部または一部を返還することと

します。 

   指定管理者は、美術館管理規則及びギャラリー管理規則（以下これら 2 規則を「管理規則」と総

称します。）に定める場合を含め、利用料金の返還に関する条件・返還額・手続等の基準を定め、指

定期間の初日までに市の承認を得てください。 

 

５ 施設案内 

指定管理者は、来館者、見学者（各自治体・企業からの視察を含む）、電話による各種問い合わせ等に

誠実に対応してください。施設内での映画等の撮影依頼に対しては、現場の下見や相談に応じ、できる

限り協力することとします。 

また、両施設の立地及び交通機関の状況等を考慮し、案内パンフレットの配布など利用者の来館支援

に努めてください。 

 

６ 広報業務 

指定管理者は、施設の広報及び情報提供のために、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布等、

積極的かつ効果的に広報・宣伝活動を行ってください。 

また、市政だよりへの掲載を希望する場合は、市と事前に協議し、指示に従ってください。 

① インターネットのホームページの公開・運営等 

② 施設案内リーフレットの作成・配布 

③ 必要に応じて、情報紙等、各事業のチラシ等の作成・配布 

④ 事業報告書又は事業概要等、両施設の業務等を紹介する資料の作成・配布 

 

７ 緊急時の対応 

指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等についての対応計

画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応してください。また、近隣の医療機関等と連携し、来館

者等の急な病気・けが等に的確に対応してください。 
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震度３以上の地震の発生、台風接近や大雨洪水警報等の警報が発令された場合には、速やかに施設の

状況確認の上、被害の有無及び状況を市に報告し、市の指示があった場合には、指示に従ってください。 

施設において事故が発生した場合、救急車の要請や応急処置など、怪我人等に対し適切な対応をして

ください。また、事故の状況確認の上、速やかに市へ報告を行ってください。 

なお、千葉市美術館については、中央区役所との複合施設であることから、中央区役所とも連携をと

り、協力して対処してください。 

 

 

第４ 企画提案業務実施基準 

 
１ 千葉市美術館企画提案業務実施基準 

（１） 美術品等の収集・管理・保存に関すること 

ア 美術品等の収集業務 

（ア）収集候補などの美術品等の所在、市場等の調査 

（イ）美術品等収集関係会議の開催に関する準備業務 

（ウ）美術品等収集に関する事務補助 

（エ）美術品等の寄贈、寄託に関する事務補助 

※ 美術品等の収集、寄贈、寄託に関する事務については市が行い、その事務補助を指定管理

者が行います。 

【美術品等収集関係会議】 

千葉市美術品等収集審査会 

千葉市美術品収集等庁内検討会（会長：副市長 副会長：市民局長） 

千葉市美術品収集等検討部会（会長：生活文化スポーツ部長） 

 

イ 収蔵品の保存・管理に関する業務 

（ア）収蔵品を保管、活用するための撮影業務 

（イ）収蔵品を保存、活用するための修復及びマット、額、軸等の装備業務 

（ウ）収蔵品台帳への保存・管理に係る経歴データの入力 

（エ）収蔵品台帳への新収集作品データの入力・登載 

（オ）収蔵品の館外貸出等に関する事務補助 

（カ）収蔵品台帳への収蔵品の館外貸出、展覧会、修復等の経歴データの入力 

※ 収蔵品の館外貸出許可事務については市が行い、その事務補助を指定管理者が行います。 

 

ウ 収蔵庫の管理に関する業務 

（ア）収蔵庫として良好な環境の保持 

（イ）収蔵品の年２回の現品確認（原則として６月・１２月） 

 

エ その他 

その他上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 

 

（２）展覧会に関すること 

    指定管理者は、千葉市美術館の展示室等を活用した展覧会の開催に関して、次の業務を行って

ください。なお、展覧会の実施件数、内容、規模等については、企画・準備段階から市と十分に

協議したうえで、事業計画を立てることとします。 
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ア 常設展（所蔵作品展） 

千葉市美術館の収蔵品等を、広く市民等が鑑賞し、学習できるように効果的に展示し、原則と

して毎年度５回以上展覧会を開催してください。 

 

イ 企画展（千葉市民美術展覧会を含む） 

千葉市美術館の計画的な調査研究成果を発表する展覧会、及び市民の学習ニーズを反映した展

覧会や、その他特別な企画による展覧会を原則として毎年度５回以上開催してください。 

また、展覧会資料として、図録等を発行し、適正な（実費相当）価格にて販売してください。 

指定管理期間中に作成した図録は指定管理者に帰属しますが、指定期間終了後または指定管理

者が千葉市美術館の管理を継続しなくなった場合、残部の販売の取り扱い等について、市と指定

管理者が協議の上取り決めることとします。 

 

ウ 観覧券の発行 

観覧客より所定の利用料金を徴収し、観覧券を発行してください。 

 

エ 利用料金の減免等 

指定管理者は市の承認を得た上で、利用料金を減免することができます。なお、美術館管理規

則第 13 条に定める場合については、次のとおり観覧料を減免することとします。 

 

（ア）美術館管理規則第 13 条第 1 号及び第 2 号に定める場合は、全額免除 

（イ）美術館管理規則第 13 条第 3 号に定める場合は、次のとおり 

ａ 「千葉市美術館友の会」の会員は全額免除 

ｂ 市内在住の 65 歳以上の観覧者（住所・年齢を確認できる書類を提示した場合）は、所蔵作

品展は全額免除、企画展は２割減額 

ｃ 市民の日（10 月 18 日）においては、全額免除 

このほか、指定管理者は、展覧会の開催に際し、市と協議の上、招待券・割引券等を取り扱う

ことにより減免を実施できます。その場合、作成枚数、配布先及び配布枚数等について、事前に

市と協議するとともに、実施後は、配布先及び配布枚数の実績、利用実績等について市に報告し

てください。 

 

オ 案内業務 

指定管理者は、観覧客に対し、展覧会の内容及び会場等について十分な案内を行うこととしま

す。また、観覧客一人ひとりが気持ちよく鑑賞できるよう会場内の環境に配慮し、応対にあたっ

ては親切丁寧を心がけてください。 

 

カ その他 

その他上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 

 

（３）教育普及に関すること 

ア 展覧会及び美術全般に関する解説・講座・講演会等の実施 

（ア）展覧会会場における解説 

（イ）展覧会に関連する講座・講演会・イベント等 

（ウ）収蔵品に関する講座等（「市民美術講座」） 

（エ）その他美術に関する講座・講演会・イベント等 

 

イ 学校等との連携事業の実施  

（ア）鑑賞教育の支援 
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（イ）総合的な学習時間の支援 

（ウ）小中学校美術担当教員研修 

（エ）博物館実習生の受入 

（オ）その他学校等における美術教育・人材育成等の支援 

 

ウ ボランティアの育成・活用 

（ア）千葉市美術館の展覧会・教育普及・広報等の活動をするボランティアの育成 

（イ）ボランティアによる展覧会解説、講座、イベント、広報活動等の実施 

 

エ 図書室の管理運営に関する業務 

（ア）図書室の開室時間は、千葉市美術館の休館日以外の午前 10 時から午後 6 時までとします。ただ

し、図書整理等のため、市と協議の上、臨時に休室することができます。 

（イ）美術館図書館にふさわしい図書を選定し、購入してください。また、購入する図書について、

適宜市に報告してください。 

（ウ）購入・寄贈により収集された図書は、収蔵図書カードをはり、収蔵図書カード目録及び台帳（図

書システム）に登載して、図書室に配架してください。 

（エ）利用者からの図書利用の要望に対して、公立美術館に従事する者として、また利用者の立場に

立って対応してください。 

（オ）図書の年２回の現品確認をしてください。（原則として６月・１２月） 

（カ）図書室として良好な環境の保持に努めてください。 

 

オ その他 

その他上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 

 

（４）調査研究に関すること 

ア 調査・研究の実施 

収蔵品、展覧会、美術振興等、美術及び美術館運営に関する調査・研究を行ってください。 

 

イ 研究成果の公表 

研究成果については、毎年研究紀要を作成するほか、様々な方法で積極的に公表してください。 

 

ウ その他 

その他上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 

 

（５）「千葉市美術館友の会」の運営事業 

「千葉市美術館友の会」の運営事業については、企画提案業務として実施するものとします。現

行の運営要領によるサービス内容から低下しないよう配慮し、継続して運営してください（適正な

範囲での会費の値上げを否定するものではありません。）。 

また、「千葉市美術館友の会」を、千葉市美術館のブランド・コミュニティの育成につなげるため、

会員同士の交流や会員によるコミュニティを構築するなどの方策を提案してください。 

 

（６）ミュージアムショップの運営に関すること 

千葉市美術館には、美術の振興及び利用者サービスの向上を図るとともに、千葉市美術館の魅力

を高めるため、ミュージアムショップを設置しています。 

展覧会の図録等のほか、公立美術館である千葉市美術館の売店にふさわしく、美術振興に寄与す

る物品、利用者のニーズに応じた資料、千葉市美術館での美術鑑賞の記念となる品等を販売してく

ださい。 
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販売する物品の品目等については、指定管理者の提案に基づき、協議のうえ年次協定書において

定めます。 

 

（７）その他 

その他公立美術館としての目的を達成するために必要な業務を行ってください。 

また、上記の業務の実施に当たっては、積極的に千葉市民ギャラリー・いなげとの連携を図って

ください。 

 

２ 千葉市民ギャラリー・いなげ企画提案業務実施基準 

（１）展覧会の開催に関すること 

  ア 企画展の開催 

展覧会を年１回以上企画・開催することとします。指定管理者は、５年間を通じた全体的な

計画のもと、本市の美術振興の観点から有意義なテーマを選定し、千葉市民ギャラリー・いな

げの規模・特性にふさわしい作品を展示してください。 

イ 利用料金の減免等 

指定管理者は市の承認を得た上で、利用料金を減免することができます。なお、ギャラリー

管理規則第 7条に定める場合については、次のとおり観覧料を減免することとします。 

（ア）ギャラリー管理規則第 7条第 1号に定める場合は、全額免除 

（イ）ギャラリー管理規則第 7条第 2号に定める場合は、次のとおり 

ａ 市内在住の 65 歳以上の観覧者（住所・年齢を確認できる書類を提示した場合）は、２割

減額 

ｂ 市民の日（10月 18日）においては、全額免除 

このほか、指定管理者は、展覧会の開催に際し、市と協議の上、招待券・割引券等を取り扱

うことにより減免を実施できます。その場合、作成枚数、配布先及び配布枚数等について、事

前に市と協議するとともに、実施後は、配布先及び配布枚数の実績、利用実績等について市に

報告してください。 

 

（２）美術に関する講習会等の開催 

美術に関する講習会・ワークショップ等を年１回以上開催することとします。市民の参加体験型

のプログラムを積極的に取り入れてください。 

 

（３）展示・制作に関する指導・助言 

展示室や制作室の利用者に対し、展示・制作に関して適宜指導・助言を行ってください。 

 

（４）その他 

その他上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください 

また、上記の業務の実施に当たっては、積極的に千葉市美術館との連携を図ってください。 

 

３ 企画提案業務の実施に当たっての留意事項 

企画提案業務の実施は、指定管理業務に含まれますので、その支出に利用料金収入及び指定管理料を

充てることができますが、支出が過大とならないよう注意してください。また、企画提案業務で観覧料

以外に参加料金等を徴収する場合は、実費徴収程度としてください。 

企画提案業務の実施にあたって、千葉市美術館の「市民ギャラリー」「さや堂ホール」「講堂」「講座室」

及び千葉市民ギャラリー・いなげの「展示室」「制作室」（以下これらを単に「貸室」といいます。）を利

用するには、指定管理者は一利用者として利用料金を納付することが必要です。 

また、企画提案業務の実施内容については、毎年度の事業計画書に記載し、市の承認を受ける必要が

あります。 
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なお、自主事業として計画していたものを、企画提案業務に変更して実施することは認めないので注

意してください。 

 

 

第５ 施設使用許可業務実施基準 

 

１ 利用受付 

指定管理者は、貸室の利用に関して以下の業務を行ってください。 

（１）審査基準等の作成 

指定管理者は、千葉市行政手続条例（平成 7 年千葉市条例第 40 号）第５条及び第６条の規定に基

づき、使用許可申請等に対する許可等の判断に必要な具体的審査基準及び使用許可申請等を受けて

から許可等の処分をするまでに要する標準的期間を定め、指定期間の初日までに市に届け出るとと

もに、これらを公にすることとします。 

 

（２）使用許可申請の受付 

指定管理者は、原則として、両施設の使用の許可を受けようとするものの申請を、利用しようと

する日の属する月の６か月前の月の初日（この日が休館日に当たるときは、その日後において最も

近い休館日でない日。ただし、１月においては１月４日とし、その日が休館日にあたるときは１月

５日）から１週間前までの間に受け付けることとします。ただし、市の承認を得て別の受付方法を

定めることもできます。 

指定管理者は、利用希望者の間の公平性を保ち、施設を最も有効に活用できる利用方法・受付方

法を定めてください。 

指定管理者は、申請の内容を審査し、許可する場合は許可書を交付し、許可しない場合は、使用

不許可通知書を交付するとともに市に報告することとします。その他、使用に関する申請書・届出

書等を処理してください。 

 

（３）期間前受付 

   指定管理者は、以下の場合について、通常の申込期間前の使用の予約を受け付けることとします。 

    ア 千葉市の主催・共催する行事 

イ 指定管理者の主催・共催する行事 

ウ 国・千葉県の主催する行事 

エ その他市長が特に認めたもの（指定管理者との協議により認めるものを含みます。） 

 

   ただし、期間前の予約は通常の利用を制限することになるため、利用状況等を考慮し、必要に応

じて依頼者と協議してください。 

  なお、予約の受付に係る手続は、使用団体、使用日、使用目的等を記載した書面によることとし、

指定管理者は、期間前の受付件数等、実施状況を記録・管理してください。 

 

（４）入館及び退館への対応 

指定管理者は、施設利用者の入館及び退館に関する手続を行ってください。その場合、利用者の

利便性及び安全性に十分に配慮してください。 

 

（５）利用者への支援 

指定管理者は、施設利用者が円滑な活動ができるよう、必要な指導、助言等を行うなど利用者へ

の支援を行ってください。 
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（６）公共施設予約システムについて 

千葉市美術館については、「さや堂ホール」「講堂」「講座室」について、平成２８年４月から市の

「公共施設予約システム」（新システム）を利用することとしています。指定管理者は、円滑かつ支

障なく施設の管理業務を開始できるようにしてください。 

また、指定期間中に予約システムの変更等を行う場合があります。その際は市と協力して、個人

情報及び貸出業務に支障が出ないよう適切な管理運営を行ってください。 

 

（７）その他 

その他、上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 

 

２ 旧神谷伝兵衛稲毛別荘の公開業務（千葉市民ギャラリー・いなげのみ） 

旧神谷伝兵衛稲毛別荘は無料で一般公開します。国登録有形文化財である建物の保存及び来館者へ

のサービスの両観点から適切な方法により入館を受け付け、適宜案内・解説を行ってください。また、

入館者数を記録・集計してください。 

建物内部を同時に見学できる人数は、１０人程度までとし、混雑を避けてください。 

市では、国登録有形文化財である旧神谷伝兵衛稲毛別荘の価値を再認識し、今後も調査を継続して

その価値を高め、建物維持・保存、安全性確保のうえ、その価値にふさわしく利用方法を改善して、

一般公開及び利活用を継続発展させることを目的として、平成２６年度に保存活用計画を策定しまし

た。現在は耐震強度の問題により別荘への入館人数制限を行っており、別荘自体の活用方法が限られ

ていますが、耐震改修等を行う事により、入館人数制限を解除し、イベント等を開催するなど建物の

積極的な活用を図り、歴史的・文化的な価値を来館者が充分に味わえるようにする予定です（耐震改

修工事は平成２９年度に実施予定）。指定管理者においては、耐震改修後の公開活用業務についても積

極的に提案・実施してください。また、旧神谷伝兵衛稲毛別荘周辺には松林や浅間神社、ゆかりの家・

いなげ等があり、歴史を感じさせる地域となっていることから、周辺地域の歴史や自然、伝統にふさ

わしい施設運営を行ってください。 

 

 

第６ 特別利用許可業務実施基準（千葉市美術館のみ） 

 

１ 特別利用の受付 

（１）審査基準等の作成 

 指定管理者は、千葉市行政手続条例第５条及び第６条の規定に基づき、特別利用許可申請等に対

する許可等の判断に必要な具体的審査基準及び特別利用許可申請等を受けてから許可等の処分をす

るまでに要する標準的期間を定め、指定期間の初日までに市に届け出るとともに、これらを公にす

ることとします。 

 

（２）特別利用許可申請の受付 

指定管理者は、原則として、特別利用の許可を受けようとするものの申請を、特別利用をしよう

とする日の７日前までに受け付けることとします。 

指定管理者は、申請の内容を審査し、許可する場合は許可書を交付し、許可しない場合は、不許

可通知書を交付するとともに市に報告してください。許可にあたっては、管理規則に基づき必要な

条件を付してください。 

 

（３）その他 

その他、上記の業務の遂行に付帯する事務・業務を行ってください。 
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第７ 施設維持管理業務実施基準 

 

１ 千葉市美術館施設維持管理業務実施基準 

（１）保守管理業務 

建築物及び敷地内の機能と環境を維持し、本施設におけるサービス提供が円滑に行われるよう、建

築物及び敷地内の保守管理業務を行ってください。 

  本施設は中央区役所との複合施設であり、エレベーターの保守管理、施設内の清掃業務、駐車場管

理業務、保安警備業務については、中央区役所で行っています。指定管理者は、１階の共用部分を除

く専用部分（エントランスホール・さや堂ホール・多目的スペース）、ポケットパークと６階から１２

階までの本施設について、日常的に点検を行い、美観を維持してください。また、来館者が安心して

利用できるよう、責任を持って施設の安全管理に努め、建築物等の不具合を発見した際には、速やか

に市に報告してください。 

 

（２）環境衛生管理業務 

  指定管理者は、建築物を美術館として環境衛生上良好な状態にするため、定期的に館内のくん蒸処

理業務を実施するなど、環境衛生管理業務を行ってください。害虫等の防除については、「千葉市の施

設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係る指針」（平成２１年９月策定）に従うものとします。

また、くん蒸処理業務等については、複合施設である中央区役所と協議の上実施してください。 

 

（３）遠方監視業務 

  指定管理者は、本施設に設置されているテレビモニター等を使用し、施設内における安全管理に努

めてください。 

 

（４）設備機器管理業務 

  指定管理者は、施設の機能を維持するとともに、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境

を提供しなければなりません。業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、

正常に機能しないことが明らかになった場合は適切な方法により対処し、市へ報告してください。 

 

ア 日常点検業務 

日常の機器運転管理、点検、整備を行ってください。また、点検及び正常に機能しない際の対応

等について、適切に記録を残してください。 

本業務については、原則として指定管理者が行うものとしますが、複合施設を一体として管理す

る設備機器（空調設備、昇降機、防災関係設備）については、市が一括して管理することとします。 

ただし、一括管理する設備機器のうち、千葉市美術館に係る一部分について修繕の必要が生じた

場合は、市と指定管理者で修繕の実施主体、実施方法、費用負担等について協議することとします。 

 

イ 各種装置等の保守点検 

 下記の設備・装置等については、保守点検を行ってください。 

①くん蒸設備 

②段差解消装置 

③舞台昇降装置 

    

（５）備品管理業務 

備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に耐えるもので、購

入単価２万円以上の物品です。備品の取り扱いについては、以下のとおりです。 
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ア 備品の管理 

施設における活動に支障をきたさないよう、指定管理者は備品の管理を行うとともに、新規購入

にあたっては市と協議してください。市が設置している備品について、老朽化等、管理上の瑕疵に

よらない事由で使用できなくなったものについては、必要性等を再検討した上で、市の承認を得て

指定管理者が廃棄してください。 

 

イ 備品台帳の作成・管理 

備品の管理にあたっては、指定管理者は備品台帳を作成し、確実に行ってください。備品台帳に

記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用年数等を必ず含むこととしま

す。市が設置している備品については、「備品明細一覧表」により管理を行うものとします。 

 

ウ 備品の帰属 

指定期間中に指定管理者が管理業務上の必要性から取得した備品については、期間中または当該

指定管理者が千葉市美術館の管理を継続している期間中は指定管理者に帰属し、指定期間終了後ま

たは当該指定管理者が千葉市美術館の管理を継続しなくなった場合は、協議の上、寄附等により市

に帰属させることができることとします。 

 

（６）修繕にかかる経費について 

建物・設備機器・備品の修繕について、指定管理者及び利用者の責めに負わない修繕は、原則とし

て市が実施し、その費用を負担しますが、費用の見込みが１件６０万円以下の修繕については、指定

管理者が実施し、その費用を負担することとします。修繕に当たり必要な手続きは基本協定書におい

て定めます。 

  

（７）光熱水費に係る経費について 

本施設は、中央区役所との複合施設ですが、電力使用量については美術館分と中央区役所分を分け

て算出できることから、電気料金は中央区役所の請求に基づき、美術館が負担することとします。そ

れ以外の光熱水費は中央区役所が負担します。 

中央区役所は千葉市環境マネジメントシステム（C‐EMS）に沿った環境配慮活動を行っています。

指定管理者においても、この趣旨を理解し、日常的に経費節減の徹底を図り、不要箇所の消灯など職

員の教育指導に努めてください。 

 

（８）その他 

  その他、施設の維持管理に関して必要な業務を実施してください。 

 

２ 千葉市民ギャラリー・いなげ施設維持管理業務実施基準 

（１）保守管理業務 

建築物及び敷地内の機能と環境を維持し、本施設におけるサービス提供が円滑に行われるよう、建築

物及び敷地内の保守管理業務を行ってください。また、本施設を適切に管理運営するために、日常的に

点検を行い、施設を良好な状態に維持し、かつ美観を維持することとします。 

さらに、施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の保全に努めてください。建築物等の不具合

を発見した際には、速やかに市に報告してください。 

 

（２）清掃業務 

指定管理者は、施設の良好な衛生環境、美観の維持に心がけ、快適な空間を保つために、利用者の妨

げにならないよう配慮しつつ、日常清掃及び定期特別清掃を実施してください。 

害虫・鼠等の防除については、「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係る指針」
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に従うこととします。 

ア 日常清掃 

指定管理者は、日常的に清掃を行い、施設、備品、器具等が常に清潔な状態に保たれるようにして

ください。また、消耗品は、常に補充された状態にしてください。 

 

 イ 定期特別清掃 

指定管理者は、日常清掃では実施しにくい清掃等を確実に行うため、定期的に特別清掃を実施して

ください。 

 

 ウ その他 

指定管理者は、千葉市民ギャラリー・いなげの管理において生じる廃棄物について適切に処理する

とともに、日常清掃及び定期特別清掃の基準のみによることなく、必要に応じて清掃を実施し、施設

の良好な環境衛生、美観の維持に努めることとします。特に、旧神谷伝兵衛稲毛別荘については、国

登録有形文化財の建物であり、歴史的建造物という観点から、保全に配慮した清掃作業を行ってくだ

さい。 

 

（３）警備業務・機械警備業務 

指定管理者は、施設の使用目的、使用内容、建物の構造及び配置、敷地内環境等を十分に把握した上

で、警備および秩序保全のため、警備業務を行ってください。業務にあたる時は職責を自覚し、細心の

注意を払わなければなりません。 

また、２４時間警備を確保するため、警報装置等を設置し、異常信号を受信したらすみやかに現場に

急行し、火災・盗難等による被害を防止し、事故を認知した段階ですみやかに関係各所への通報・連絡

を行ってください。 

 

（４）設備機器管理業務 

指定管理者は、施設の機能を維持するとともに、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を

提供することとします。業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、正常に機

能しないことが明らかになった場合には適切な方法により対処するとともに、市へ報告してください。 

 

ア 運転監視業務 

設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視並びにこれに関連する電力、用水、燃料等の需給

状態を管理し、設備に応じて適切な運転記録をとってください。 

 

イ 日常点検業務 

日常的に機器運転管理、点検、整備を行い、点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切

に記録してください。 

 

 ウ 定期点検・整備業務 

法定点検及び初期性能・機能保持のため、年１回以上、運転中の機器を停止し、外観点検、機能点

検、機器動作特性試験、整備業務を行い、点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記

録してください。必要な消耗品の更新についても、指定管理者の負担により随時行うこととします。 

自家用電気工作物の保守点検については、保守点検（年１回）及び巡回点検を行ってください。 

 

（５）備品管理業務 

ア 備品の管理 

施設における活動に支障をきたさないよう、指定管理者は備品の管理を行うとともに、新規購入に

あたっては市と協議してください。市が設置している備品について、老朽化等、管理上の瑕疵によら
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ない事由で使用できなくなったものについては、必要性等を再検討した上で、市の承認を得て指定管

理者が廃棄してください。 

 

イ 備品台帳の作成・管理 

備品の管理にあたっては、指定管理者は備品台帳を作成し、確実に行ってください。備品台帳に記

載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用年数等を必ず含むこととします。

市が設置している備品については、「備品明細一覧表」により管理を行うこととします。 

 

ウ 備品の帰属 

指定期間中に指定管理者が管理業務上の必要性から取得した備品については、期間中または当該指

定管理者が本施設の管理を継続している期間中は指定管理者に帰属し、指定期間終了後または当該指

定管理者が本施設の管理を継続しなくなった場合は、協議の上、寄附等により市に帰属させることが

できるものとします。 

 

（６）修繕の実施及び経費について 

建物・設備機器・備品の修繕について、指定管理者及び利用者の責めに負わない修繕は、原則として

市が実施し、その費用を負担しますが、費用の見込みが１件６０万円以下の修繕については、指定管理

者が実施し、その費用を負担することとします。 

修繕にあたり必要な手続きは基本協定書において定めます。 

 

（７）敷地内の植栽等の管理に関すること 

本施設敷地内の植栽等については、適宜剪定・散水等を行い、常に庭園等の美観を保つこととします。 

特に、マツの管理については、適宜剪定を行うほか、松枯防止剤樹幹注入の計画的実施やこも巻きに

よる害虫対策など、それぞれのマツの状態に応じて必要な処置を施し、保護に十分配慮してください。 

なお、草木の消毒・病害虫対策等については、「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正

使用に係る指針」に従ってください。 

庭園内の池は、適宜清掃し、コイの生育環境を整えるものとします。 

 

（８）駐車場管理 

施設内駐車場については、利用者の利便性に配慮するとともに、安全管理に努めてください。 

 

（９）その他 

  その他、施設の維持管理に関して必要な業務を実施してください。 

 

 

第８ 経営管理業務実施基準 

 

１ 事業計画書の作成業務 

（１）年次事業計画書 

指定管理者は、毎年度開始前の３月２０日までに年次事業計画書を作成し、市に提出してくださ

い。作成にあたっては、市と調整を図ることとします。記載項目は基本協定書に定めます。 

 

（２）次年度事業計画書 

指定管理者は、毎年９月１日までに次年度事業計画書を作成し、市に提出してください。作成に

あたっては、市と調整を図ることとします。記載項目は基本協定書に定めます。 
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２ 事業報告書の作成業務 

（１）日報の記録 

 指定管理者は、日々の業務実施状況について、日報として記録してください。記載項目について

は、市と協議の上、各種報告書の基礎資料として必要な項目について記録してください。 

 

（２）月次事業報告書 

指定管理者は、月ごとに事業報告書を作成し、翌月１０日までに市へ提出してください。記載項

目は、基本協定書に定めます。 

 

 

（３）年次事業報告書 

指定管理者は、年度ごとに事業報告書を作成し、翌年度４月末日までに市へ提出してください。

報告書には、当該年度の事業計画書に記載した各事業内容の実施状況を分かりやすく記載すること

とします。記載項目は、基本協定書に定めます。 

 

３ 事業評価業務 

指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよう努めると

ともに、結果について市に報告することとします。 

事業報告書及び事業評価の結果等を考慮したうえで、指定管理者の業務が基準を満たしていないと市

が判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがあります。 

 

（１）利用者アンケート 

指定管理者は、施設利用者を対象に、両施設において提供するサービスの評価に関するアンケー

ト等を随時行い、結果を分析して対応を検討してください。その内容については、実施月の翌月ま

たは翌々月の月次事業報告書により市へ報告することとします。 

 

（２）施設の管理運営に対する自己評価 

施設の管理運営に関して、毎月自己評価を行い、その結果をまとめ、翌月または翌々月の月次事

業報告書により市へ報告してください。また、毎年度末に、当該事業年度の総合的な自己評価を行

い、年次事業報告書により市へ報告してください。 

 

（３）市との協議 

毎年度、随時、両施設の運営状況、利用者の評価について市と指定管理者の間で意見交換し、指

定管理者において施設管理の改善に反映してください。 

 

 ４ 関係機関との連絡調整業務 

（１）市との連絡調整  

随時、施設の運営状況、利用者の評価について、市と指定管理者の間で意見交換し、指定管理者

において施設管理の改善に反映するように努めてください。 

また、年１回程度、市主催の指定管理者に対する説明会・研修会を実施する予定であり、責任者

が出席するようにしてください。 

 

（２）関係機関（他の施設等）との連携 

他の公共・民間施設等と連絡調整会議等を開催する場合には、出席を求めることがあります。ま

た、それに付随する書類作成等を含みます。 

他の公共・民間施設等から視察等を求められた際には、適宜対応してください。市を通しての同
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様の依頼についても、対応してください（以下内容の事例）。 

・会場の確保と現地協力 

・資料作成及び提供 

 

５ 指定期間最終年度の業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく両施設の業務を遂行できるよ

う、引継ぎを行ってください。 

 

（１）指定管理者は、次期指定期間に係る施設利用許可申請についても現行の基準に沿って受け付け、

利用料金を管理してください。なお、当該使用許可及び利用料金については、次期指定管理者に

引き継ぐものとし、具体的な引継ぎ方法については、協議事項とします。 

（２）指定管理者は、指定期間中の管理状況や懸案事項、次期指定期間の利用に係る利用料金（預か

り金）の取扱い等の事項を業務引継計画書にまとめ、指定期間終了の２か月前までに市に提出し

てください。 

（３）指定管理者が指定期間中に購入した備品については、指定期間終了時に、市と協議のうえ、市

に引き継ぐことができることとします。 

（４）その他、必要資料の提出や現地確認の立会等、市の要請に対応してください。 

 

６ その他 

  その他、経営管理に必要な業務を行ってください。 

 

 

第９ 自主事業 

 

 指定管理者は、両施設の設置目的の範囲内かつ施設利用者の利用を圧迫しないと認められる範囲で、

美術振興及び両施設の利用促進を図るため、自主事業の実施に努めてください。 

なお、自主事業の経費は、市が支払う指定管理料に含まれません（例えば、人件費について、自主事

業と指定管理業務に兼務される職員は、業務従事割合等により按分計算し、計上することとなります。）。

また、利用料金、指定管理料その他の指定管理事業収入を自主事業の経費に充てることはできません。 

年度事業計画書により承認を得ていない自主事業を新たに実施する場合は、個別自主事業実施計画書

及び収支予算書を市に提出し、事前に市の承認を得るとともに、実施状況について月次事業報告書及び

年次事業報告書において報告してください。 

また、自主事業で施設を使用した場合、利用料金を指定管理者へ支払う（指定管理業務上の利用料金

収入として計上する）ことになります。 

 

 

第１０ その他留意事項 

 
１ 企画提案業務及び自主事業に関する留意事項 

企画提案業務及び自主事業の実施に際し、各種助成金、協賛金等を活用することができます。積極

的な活用を検討してください。 

 

２ 施設の管理に関する留意事項 

館内は、原則として禁煙とします。 

自衛組織を結成し、防火・防災に努めてください。 
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千葉市民ギャラリー・いなげについては、防火管理者を選任し、担当業務を遂行するとともに必要

な会議へ出席してください。 

 

 

３ 大幅な利益の還元 

指定管理者は、一事業年度において、剰余金（総収入額が総支出額を超える場合におけるその超え

る部分の金額で、自主事業に係るものを含みます。）が生じ、原則として、剰余金が当該年度の総収入

額の１０％に当たる額を超える場合には、剰余金と当該年度の総収入額の１０％に当たる額の差額の

２分の１の額を市に還元するものとします。ただし、自主事業に係る収支が赤字となった場合は、自

主事業を除く指定管理業務の収支により利益の還元額を計算します。 

なお、決算により損失が生じた場合、市がこれを補填することはありません。 

 

４ その他 

（１）情報公開・個人情報保護 

指定管理者は市の定める「千葉市○○センター指定管理者情報公開規程準則」及び「千葉市○○

センター指定管理者情報公開事務処理要領準則」を参考に、情報公開に係る規程等を整備し、適切

な情報公開措置を取るものとします。 

また、「千葉市指定管理者等個人情報保護規程」及び「千葉市指定管理者等及び出資等法人個人情

報保護事務処理要領」を遵守し、市と同等の個人情報保護措置を取ることとします。 

 

（２）諸届の実施等 

両施設の管理運営に当たり、飲食物の販売、事業の開催等にかかる諸届が必要な場合は、指定  

管理者の責任のもと、委託先、事業主等と協議の上、手続きを行うこととします。 

 

（３）服務 

職員は、利用者に施設職員とわかるように、名札を着用してください。 

また、指定管理者は、従事する全ての職員に対して公益の使命を自覚させ、来館者に満足を与え

る接遇（服装、身だしなみ、言葉づかい等）を徹底してください。 

 

（４）苦情・要望等への対応 

指定管理者は、利用者等から寄せられる苦情や要望に十分応えることのできる体制を整えること

としてください。また、苦情や要望が寄せられた場合には、内容及び対応を記載した書面を作成し、

市へ提出してください。 

 

（５）原状回復 

指定管理者は、協定の期間が満了した場合（指定が取り消された場合を含みます）、市の指示に基

づき、原則として施設を原状に復して引き渡さなければなりません。 

 
（６）市事業に対する協力 

指定管理者は、施設で行われる市の主催または共催する行事や、施設管理に係る各種調査への回

答作成等、公の施設の管理に付随する諸事務に協力することとします。 

その他、環境保全対策等、市の実施する様々な行政分野の施策について、市の施設として適切に

対応してください。 

 
（７）再委託について 

ア 管理業務の全部又は大部分若しくは重要な部分（施設貸出業務、市からの事業実施受託業務等

の指定管理者のノウハウを生かすべき業務など）を第三者に再委託することはできません。 
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イ 業務の再委託に当たっては、市の承認が必要となります。 

（８）文書・記録の保管 

指定管理者は、施設の管理に関して作成・取得した文書・図画・電磁的記録等を適正に管理する

ため、指定期間の初日までに、文書管理規程（分類、作成・保存・廃棄・引継ぎに関する基準等、

管理に必要な事項を定める規程）を作成し、市の確認を受けることとします。 

文書の管理は、文書管理規程に基づき（市の指示がある場合はそちらを優先）、年度毎、分野毎に

分類し、汚損・紛失等のないよう適切に管理してください。保存の期間は、基本的に、対象事業年

度終了後５年以上とし、両施設の設備機器等に関する基礎書類及び官公庁届出控については永年保

存とします。 

 

（９）保険 

指定管理者は、その分担するリスクに応じて、適切な保険に加入することとなります。平成２７

年度において、市は両施設に関し以下の保険に加入していますので、参考としてください。 

  保険の種類 内  容 

市有物件建物総合 

損害共済 

１ 千葉市美術館 

建物（中央区役所含む） 434,025 万円 

収蔵品等（動産）909,007 万円 

２ 千葉市民ギャラリー・いなげ 

  建物 7,909 万円 

全国市長会市民総合 

賠償補償保険 

身体賠償 1 事故につき 2 億円（1 名につき 2,000 万円） 

財物賠償 1 事故につき 1,000 万円、免責金額なし 

 

（10）美術館レストランとの連携 

千葉市美術館には、利用者サービスの一環として、美術鑑賞後の余韻を楽しむ場となるレスト

ランを併設しており、市がレストラン事業者に対し行政財産の使用を許可して運営しています。 

指定管理者は、レストラン事業者と協力・連携し、展覧会に関連した企画や相互の広報・案内

など、積極的な提案により利用者サービスの向上に努めてください。 

また、指定管理者は、自主事業としてレストランの自主運営を提案することもできます。その

場合、行政財産使用料及び光熱水費は指定管理者が負担することとなります。 

 

（11）自動販売機の設置 

自動販売機の設置は、原則として市において公募貸付で行うこととしています。市民サービス

の観点から設置の必要性がある場合には、市と協議することします。 

なお、千葉市民ギャラリー・いなげに設置した自動販売機の電気料金については、指定管理者

がその設置者に対し請求することとします。この収入は、指定管理業務に伴う収入となります。 

 


