
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

　　　　①展覧会入場者数（人）

　　　　②稼働率（回転率）

指定管理者評価シート

施設名 千葉市美術館 指定管理者 （公財）千葉市教育振興財団

指定期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 所管課 文化振興課

展覧会事業 通年 　企画展　６回、所蔵作品展　５回

教育普及事業 通年
　展覧会関連講演会、ワークショップ、ギャラリー・
トーク、学校の鑑賞教育支援

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

美術品収集・管理業務 通年
　作品収集の調査・選定補助、所蔵作品の保存・管
理

友の会運営事業 通年 　会員募集、会員への情報提供

講師派遣事業 ５回 　団体、市民等からの依頼に応じて講師を派遣

施設貸出業務 通年 　市民ギャラリー・さや堂ホール等の貸出

事業名 実施時期 事業の概要

（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)

イベント事業 １回 　イベントを通した美術館の認知度・利用度の向上

地域連携事業 随時
　千葉市科学館、千葉市郷土館、近隣の商店などと
連携

132,560 143,701 92.2% 102,000 130.0%

Ｈ２４年度
(a)

Ｈ２３年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２４目標値
(c)

講堂 47.9% 44.6% 3.3% 37.3% 10.6%

対目標値増減
(a)-(c)

さや堂 47.0% 36.9% 10.1% 38.2% 8.8%

市民ギャラリー 74.4% 76.6% -2.2% 77.8% -3.4%

講座室 49.4% 46.9% 2.5% 47.2% 2.2%
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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＞

　利用料金等には、図録等の
売上を含む。
　自主事業の前期繰越収益差
金充当額は含まない。

利用料金等 59,743 62,458 95.7%

自主事業

（３）収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

5,086 8,900 57.1%

合計 273,616 280,145 97.7%

指定管理委託料 208,787 208,787 100.0%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 94,283 97,880 96.3%

自主事業 5,657 8,900 63.6%

合計 279,011 280,145 99.6%

事務費 169,300 162,166 104.4%

管理費 9,771 11,199 87.2%

（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 千葉市美術館条例第７条 365件

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

▲ 5,395 0 ▲ 5,395

特別利用の不許可 千葉市美術館条例第１０条 0件

使用の制限等 千葉市美術館条例第１１条 0件

使用不許可 千葉市美術館条例第８条 0件

特別利用の許可 千葉市美術館条例第９条 74件

基本協定書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

年次協定書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

（５）市への不服申立て 　　　　＜件数＞

（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

計算書類 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

定款、寄付行為、
その他これらに類するもの

○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

事業計画書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

事業報告書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局
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　　　　＜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

（２）市に寄せられた意見、苦情

市長への手紙、電話・メール等

２件

　ア　調査方法：展覧会の会場にアンケート用紙・ボックスを設置し、来場者の意見等を収集した。
　イ　回答者数：1,985
　ウ　質問項目：年齢、性別、住所、交通手段、展覧会を知った媒体、来館回数、展覧会の感想、その本施設に
対する意見

②調査の結果 　ア　回答者の属性：
　　　　年齢（10歳未満：3.8%、10代：7.7%、20代：7.9%、30代：13.3%、40代：21.4%、50代：16.3%、60代：18.3%、
　　　　　　 　70代：7.9%、80歳以上：1.2%、無回答：2.3%）
　　　　性別（男性：32.9%、女性：65.3%、無回答：1.7%）
　　　　住所（市内：31.5%、県内27.2%、都内21.8%、関東圏内3.9%、その他：12.6%、無回答：3.0%）

　イ　交通手段：ＪＲ千葉駅より徒歩 33.5%、自家用車 20.5%、ＪＲ千葉駅よりバス 12.3%、
　　　　　　　　　 京成千葉中央駅 8.8%、モノレール 6.4%、自転車 4.0%、ＪＲ千葉駅よりタクシー 1.5%、
　　　　　　　　　 その他 6.3%、無回答 6.7%

　ウ　展覧会を知った媒体：新聞 21.4%、チラシ 18.2%、ポスター 10.7%、千葉市美術館HP 12.1%、
　　　　　　　　　　　　　　　　 お知り合いから 6.8%、テレビ・ラジオ 4.0%、市政だより 3.4%、雑誌・ミニコミ 3.9%、
　　　　　　　　　　　　　　　　 友の会・美術館ニュース 4.1%、館へ来て 1.7%、その他インターネットサイト 3.9%、
　　　　　　　　　　　　　　　　 その他 9.8%

　エ　来館回数：はじめて32.5%、２～３回 18.2%、４～５回 13.2%、６回以上 34.4%、無回答 1.7%

　オ　感想：【曾我蕭白】大変よかった・期待以上 60.3%、よかった・期待どおり 33.4%、普通 2.7%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.8%、よくなかった・期待はずれ 0.8%、無回答 2.1%
　　　　　　　【渓斎英泉】大変よかった・期待以上 62.6%、よかった・期待どおり 29.9%、普通 3.6%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.7%、よくなかった・期待はずれ 0.4%、無回答 2.8%
　　　　　　　【動物大行進】大変よかった・期待以上 68.2%、よかった・期待どおり 22.7%、普通 3.4%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 1.4%、よくなかった・期待はずれ 0.3%、無回答 4.0%
　　　　　　　【ﾌﾞﾗﾃｨｽﾗｳﾞｧ】大変よかった・期待以上 41.8%、よかった・期待どおり 48.0%、普通 6.1%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.0%、よくなかった・期待はずれ 0.0%、無回答 4.1%
　　　　　　　【須田悦弘】大変よかった・期待以上 67.3%、よかった・期待どおり 22.9%、普通 2.5%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 3.0%、よくなかった・期待はずれ 1.7%、無回答 2.6%
　　　　　　　【KimonoBeauty】大変よかった・期待以上 59.8%、よかった・期待どおり 29.7%、普通 4.6%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.4%、よくなかった・期待はずれ 1.2%、無回答 4.3%

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

　大変良かった。展示品の多さ、展示構成の素晴らしさ、入館料の手頃さ、とても素晴らしい展覧会です。関係者
の方々のご尽力に敬意を表します。会期中にぜひ再び足を運んでみたいと思っております。

申出先 開示 不開示 合計

指定管理者

市政情報室（経由）

①アンケート調査
の実施内容

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

・3/1の市政だよりに美術館の展覧会情報が載っていなかった。市政だよりに掲載してほしい。
→2/15の市政だよりに掲載していたこと、今後も効果的な広報に努めることを電話で説明した。
・係員から失礼な発言があった。また、他の係員に案内された非常階段は、施錠されていたので、案内する際に
注意すべき。
→発言については、美術館からお客様に電話にてお詫びし、係員にも注意した。非常階段については、案内する
前に出入口の状況を警備室に確認することを周知した。
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　４　指定管理者による自己評価

　５　市による評価

　履行状況の確認

１　市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理

　24年度は、企画展６本と所蔵作品展５本の開催を中心に、図録の発行、学芸員とボランティアスタッフの連携による教育普及事業の実
施、収集・保存事業、調査研究事業、施設の貸出・維持管理事業等を行った。また、受託事業を補完するため、市民に広く芸術文化に親
しんでもらえるよう、友の会活動、講師の派遣・オリジナルグッズ製作販売等の自主事業を実施した。
　企画展では、最も入場者数の多かった「蕭白ショック！！曾我蕭白と京の画家たち」展の19,945人をはじめとして、６本中５本の展覧会
で入場者数が１万人を超えた。平成21年度までは１万人を超える企画展が年に2〜3本程度である年も多かったことを考えると、千葉市
美術館の愛好者が増加安定してきていると思われる。特に「須田悦弘展」では、現代美術の展覧会においてはじめて１万人を超す入場
者数があり、千葉市美術館の収集方針の一つでもある現代美術についても、具体的な実績を示すことができたのは喜ばしいことである。
　その他「Kimono Beauty」展では着物を着た来館者に入場料の割引を行うきもの割引を実施、14,409人の入場者数のうち1,712人の利
用があったことも特筆される。
　所蔵作品展では、「夏休み特別企画　どうぶつ大行進」において12,358人の入場者があり、単独の(企画展との同時開催ではない)所蔵
作品展としては、はじめて1万人を超える入場者があった。親しみ易いテーマ設定、主に子どもに向けて制作したワークシートが功を奏
し、子どもの入場者の割合が多かったことは、今後の所蔵品展のあり方を検討する上でも成果のあった展覧会といえる。
　さらに「蕭白ショック！！曾我蕭白と京の画家たち」展が全国135館の公立美術館が加盟する美術館連絡協議会の優秀カタログ賞、「浮
世絵師　溪斎英泉」展が奨励賞を受賞し、外部の有識者からも高く評価されている。
　自主事業の中では、友の会会員が引き続き増加（1,548人→1,732人）しており、より多くの方々に親しんでいただいている。
　全体的に継続的な調査研究の成果が展覧会の質を向上させ、それが安定した高評価につながっており、千葉市美術館を支持する層
のアベレージが上がっていることが感じられた1年であった。

評価
※１ A 所見

　入場者数、稼働率とも概ね前年比、目標値を超え、事業計画どおりの実績、成果が認められ、管理運
営が良好に行われていると判断される。また、企画展も高評価を受け、長年の尽力が広く浸透してきて
いるという印象を受ける。今後とも一層の宣伝・集客に努められるよう期待する。

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

関係法令の遵守

個人情報保護（「千葉市指定管理者等個人情
報保護規程」の遵守）

2
個人情報の管理保管について厳格に執行して
る。

行政手続の明確化（審査基準の作成・公表） 2

関係法令の熟知・遵守 2

文書管理規程の策定・遵守
（「千葉市教育振興財団文書取扱規程」）

2

情報公開規程の策定・遵守
（「千葉市教育振興財団情報公開規程」）

2

守秘義務の遵守 2

モニタリング計画

利用者ニーズ把握（利用者アンケートの実施） 2

展覧会入場者・貸出施設利用者アンケート等を
実施した（1985件）。市内大学等新入生を対象
に4月から半年間、無料開放した際、アンケート
を実施した（103件）。

事業評価の実施 2

日報の記録、報告書の提出等 2

リスク管理
損害賠償責任保険等への加入 2

市内産業振興・
雇用への配慮

市内産業振興 2
企画展の際、地元百貨店と連携して半券等の
提示で特典を受けられるようにした。

市内雇用・継続雇用への配慮 2

障害者雇用への配慮 2
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２　市民サービスの向上

３　施設の効用の発揮、施設管理能力

環境への配慮 再生資源等の利用・環境に配慮した役務の提
供

2

複合施設の
管理協力体制 中央区役所との連携 2

毎月、連絡調整会議を行い、連携を密にしてい
る。

文化財の保存
さや堂の適切な保存 2

減免基準に基づく減免の実施 2

利用促進・
利用者サービス

案内表示等の充実 2

接遇の向上及び苦情対応 2

施設管理

利用条件 2
平成１８年度以降、金・土曜日は夜８時まで開
館し、日中来館できない人へ鑑賞機会を提供。

利用料金の適正な徴収 2

施設貸出業務（使用許可申請の適正な受付） 2

その他（利用料金の減免） 2

川村記念美術館と連携して企画展チケットの半
券提示により相互割引を行った。千葉市美術館
「須田悦弘展」30％引き。川村記念美術館「中
西夏之展」200円引き。
大学等の新入生に対し、本市の文化施設に触
れる機会を提供する目的で、24年4月から9月
まで無料開放した。学生証の提示、アンケート
記載を依頼。120人来場。

広報と情報提供

施設ホームページの作成及び適切な運用 2

リーフレット、チラシ等の作成・配布によるＰＲ活
動

2
２４年度、新規の取組みとして２４年５月から２５
年２月までパルコ千葉店と連携してパルコの送
迎バスに美術館の広告を掲載した。

執行体制

適正な人員配置・勤務体制 2

学芸員の配置（７人） 2

職員の管理運営能力の向上策 2

遠方監視・安全管理 2

緊急時の対応
危機管理マニュアルの整備・周知 2

防災訓練等の実施 2 中央区役所と連携して実施。

保守管理業務

設備の監視・点検の実施 2

修繕等の報告及び執行 2

台帳に基づく備品管理 2

再委託
適正な再委託 2
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４　管理経費の縮減

　

　

※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　　 0 項目

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　 46 項目

　１点・・・仕様、提案どおりの管理運営が行われなかった 0 項目

　６　市民局指定管理者選定評価委員会の意見

開館以来初めて現代美術の企画展で入場者が
１万人を超えた。

教育普及活動 2
平成１８年度以降、小中学生無料。２３年度以
降、高校生無料。２４年度前半、市内大学等新
入生無料。

調査研究 2

指定管理事業

美術品収集・管理 2 美術品を購入。

展覧会 2

ミュージアムショップの運営 2

活性化を図るため、オリジナルグッズを企画製
作、販売を行った。また、ショップスペースでは
利用者のニーズに十分こたえられないと思われ
る場合、ロビースペースで販売を実施した。

自主事業

講座等の企画 2

友の会 2

地域連携 2

ア　金曜日・土曜日の開館時間の延長や大学生の料金減免など、入場者数の増加のための取組みのほか、展覧会事業の実施におい
  て創意工夫がみられる点は評価できる。
イ　概ね施設の運営状況は良好であると考えられる。
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、正味財産の若干の
　減があるものの、経営状況は概ね良好であり、倒産・撤退のリスクはないと判断される。

支出見積の妥当性
計画に沿った支出 2

合計 92

収入見積の妥当性
利用料金等の適正な管理 2

計画に沿った利用料金等の収入 2 計画比4.3％（271万円）減

平均 2.0
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