
平成２６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利用者数（人）

　　　　②稼働率（回転率）

　　　　①収入実績（千円）

合計 26,848 26,633

備考

100.8%

　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 1,550 1,335 116.1%

自主事業 131 131 100.0%

100.0%

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

指定管理委託料 25,167 25,167

（３）収支状況

Ｈ２６年度
(a)

Ｈ２５年度
(a)

対前年度増減
(a)-(b)

対目標値増減
(a)-(c)

48,642

100.0% 100.0% 0.0% 92.3%

1.8% 35.3% 6.0%

Ｈ２６目標値
(c)

41.3%

制作室（３室）

39.5%

7.7%

Ｈ２６年度
(a)

Ｈ２５年度
(a)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２６目標値
(c)

企画展　７回　講習会　６回

施設貸出業務 通年 展示室・制作室の貸出

110.6%43,911 110.8% 44,000

（２）利用状況

Ｈ２６年度
(A)

Ｈ２５年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

事業名 実施時期 事業の概要

Ｈ２６目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

指定管理者評価シート

施設名 千葉市民ギャラリー・いなげ 指定管理者 （公財）千葉市教育振興財団

講座・イベント 6月・7月・1１月
版画ワークショップ、茶道に親しむ会、写真講
座

対目標値増減
(a)-(c)

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

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

維持管理業務 通年
清掃、保守点検、警備、修繕、備品管理、庭園
管理

ギャラリー事業
5月・7月・8月・10月・
11月・1２月・１月・2月

展示室（３室）
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　　　　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

申出先 開示 不開示 合計

事業報告書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

指定管理者

市政情報室（経由）

事業計画書 ○ ○ （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

計算書類 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

市政情報室 左記以外の方法

年次協定書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

基本協定書 ○ ○ （公財）千葉市教育振興財団事務局

99.6%

合計 26,463 26,676 99.2%

処分の種別 処分根拠 件数

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

385 ▲ 43 428

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 11,387 11,706 97.3%

事務費 3,179 3,021 105.2%

自主事業 168 174 96.6%

管理費 11,729 11,775

（４）指定管理者が
　　行った処分の件数

使用の制限等 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例第７条 0件

（５）市への不服申立て

使用許可 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例第５条 1,482件

使用不許可 千葉市民ギャラリー・いなげ設置管理条例第６条 0件

（６）情報公開の状況

　　　　＜件数＞

文書名
公開方法（場所）

当該施設
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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

　

（２）市に寄せられた意見、苦情

市長への手紙、電話・メール等

　　　　　0　件

　４　指定管理者による自己評価

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

　　　　　　－

・抽選に外れた場合の対応を考慮してほしい。
→サークル利用がない日に限り、第一制作室での展覧会利用をご案内している。
・キャプションの針留め、ホチキスがコンクリート壁に打ち込みにくい。改善してほしい。
→刺さりやすい打ち方をお伝えして、現状でご理解いただいている。
・別荘の2階の畳に上がってよいのか迷うので「スリッパを脱いでお上がり下さい。」と注意書きをしてもよいの
ではないか。
→和室入口に見本としてスリッパ１足を設置している。
・階段が急である。できればエレベーター、エスカレーター等あるとよい。
→足の不自由な方等には、階段のない職員通路を利用していただき、ご理解いただいている。

③主な意見、苦情と
　それへの対応

①意見、苦情の
　収集方法

②調査の結果

　ア　調査方法：ギャラリー棟・別荘にアンケート用紙と回収箱・ギャラリー棟に意見箱を用意し、来館者の意見
　　　を収集した。
　
　イ　回答者数：482件

　ウ　質問項目：来館日、性別、年齢、住所、利用施設、申込・受付方法、施設の管理・清掃、受付・窓口の対
　　　応、気づいた点

　ア　回答者の属性：
　　　　年齢（10代 6%、20代 3%、30代 4%、40代 10%、50代 9%、60代 33%、70代 28%、80代以上 7%）
　　　　性別（男性 47%　女性 53%）
　　　　住所（中央区 9%、花見川区 11%、稲毛区18%、若葉区 7%、緑区 3%、美浜区22%、その他 30%）
　
　イ　利用施設：ギャラリー棟 57%、別荘43%

　ウ　申込み・受け付け方法：今のままでよい 91%、改善してほしい 9%
　
　エ　清掃状況：
　　　　ギャラリー棟（良い 89%、普通 11%、良くない 0%）
　　　　別荘（良い 93%、普通 6%、良くない 1%）
　
　オ　窓口・受付対応：
　　　　ギャラリー棟（良い 88%、普通 12%、良くない 0%）
　　　　別荘（良い 94%、普通 6%、良くない 0%）

①アンケート調査
の実施内容

②意見、苦情の数

　地域アートの拠点として、50,000人の市民が利用する施設である。「海の記憶を伝える稲毛」をテーマに、地域商店街、各教育機関と
の連携を推進することができた。職員が力を合わせ、千葉市との連絡を密にして、公平・平等に開かれた施設運営ができた。
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　５　市による評価

２　市民サービスの向上

市民から親しまれる施設運営 2
おもてなしの心で対応し、来館者の求めに応じ文化
財の解説・説明を実施した。また、地域の子どもが
来館した際に池のコイのエサやりをすすめている。

接遇の向上及び苦情対応 2

再生資源等の利用・環境に配慮した役務の提
供 2

展示室スポット及び全部屋の照明をＬＥＤにした。ま
た、来館者へ古くなったうちわを再利用した手作りう
ちわの貸出も行った。

損害賠償責任保険等への加入 2 加入済。

市内産業振興・
雇用への配慮

文化財の保存

アンケートの他、利用者懇談会を開催し、利用
者ニーズの把握に努めた。

市内業者と契約し、地域商店街にて施設ゆか
りの品物の販売を継続して実施している。2市内産業振興

2
市内雇用・継続雇用への配慮 2 継続雇用実施。

守秘義務の遵守 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

利用促進・
利用者サービス

利用料金（施設使用料の適正な徴収） 2
施設管理

建築物としての特徴とその価値の解説を掲示した。
担当者１名を配置し、日常及び定期特別清掃を実
施。衛生環境、美観が保たれている。

日報の記録、報告書の提出等 2 月次報告書、年次報告書の提出あり。

リスク管理

2

利用許可申請の適正な受付（利用月の６か月
前から受付） 2

備　　　考

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項

１　市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理

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

障害者雇用への配慮

減免基準に基づく減免の実施

2

事業評価の実施

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」））

行政手続の明確化（審査基準の作成・公表） 2

利用条件（毎週月曜日、年末年始休館）

履行状況
※２

2旧神谷伝兵衛稲毛別荘の適切な保存

関係法令の熟知・遵守 2

2

2

環境への配慮

関係法令の遵守

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

労働基準法を順守した労働条件の確保 財団事務局で一括管理2

・利用人数及び稼働率は年々増加している。特に展示室の稼働率は平成２５年度、２６年度ともに１０
０％となっており、アンケートで抽選に外れた場合の対応に関する意見等も出ていることから、ギャラ
リーいなげでの作品展示にも魅力を感じている利用者が増えている事がうかがえる。
・展示事業及び講習会については、千葉にゆかりの作家の展示を行うなど、施設の魅力が伝わるよう
工夫している。また、地域との連携に積極的に努めている。
・清掃状況、窓口・受付対応も80％以上が「良い」と回答しており、利用者が快適に過ごせる環境 づく
りに日々努力していることが認められる。

所見A評価
※１
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３　施設の効用の発揮、施設管理能力

４　管理経費の縮減

　 44

　

指定管理事業

自主事業

管理運営に必要な資格を持つ職員の配置

人員配置

2

備品台帳を作成の上、管理を行った。

修繕等の報告及び執行 2

業務水準向上（市美術館学芸員との意見交換
他）

市民の芸術文化の振興

外壁、機械設備等の経年劣化や老朽化につ
いて、長期修繕計画を策定し千葉市へ報告し
た。

清掃業務

2
版画ワークショップ　参加者数32人、茶道に親
しむ会　参加者数　地域の小学生と親19組41
人、初心者のための写真講座　参加者数33人

2企画展

講座・イベントの開催

企画展7件　入館者数5,808人

2

展示・制作指導 2

適正な人員配置・勤務体制

緊急時の対応
危機管理マニュアルの整備・周知 2

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　116.1%　（215千円）増

整備済み。机上に設置し、常時確認できる状
態である。

防災訓練等の実施 2
1回実施。来館者の方へも呼びかけを行い、参
加してもらった。

平均 2.0

支出見積の妥当性
計画に沿った支出

合計 88

2

再委託
適正な再委託 2

2
事務局定例会開催時に千葉市美術館学芸員との意
見交換を行っているほか、市美術館での展覧会は
観覧し、美術館学芸員と交流を行っている。

ボランティアの活用 2

芸術ボランティアを組織し、施設で実施する講
座、イベント等の指導・助言をもらった。
また、花壇ボランティアを組織し、庭園の花壇
の整備を進める事業を推進した。

講習会6件　参加者数193人

2

広報と情報提供

効果的な広報活動（ホームページ、情報誌等。
取材協力含む） 2

掲載、放送等実績：新聞5誌 計26件、雑誌、フリー
ペーパー4件、テレビ5件、ラジオ4件、web7件

施設ホームページの作成及び適切な運用 2 ホームページ作成済み。

リーフレット、チラシ等の作成・配布によるＰＲ
活動 2

周辺散策マップの配布・設置、「海気通信」を
発行した。

保安警備業務 2
職員及び委託事業者職員の警備、機械警備委託に
よる警備を実施。重大な事例は無かった。

美術教員経験者及び学芸員を配置している。

設備点検・備品管理 2

2
日常の清掃のほか、定期清掃としてギャラリー
棟、別荘棟の床面とガラス面を休館日に行っ
た。保守管理業務

建物・庭園・駐車場の維持管理 2

花壇ボランティアによる花壇の整備などが行
われている。
駐車場の管理にあたり、可能な限り多くの駐
車ができるよう誘導した。

ボランティアの活用
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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　　 0 項目

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　 44 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

（１）引き続き近隣の他施設や、周辺地域で行われる行事と連携を図り、施設の周知や利用者数の増加に努められたい。
（２）指定管理者の財務状況については、提出された計算書類等の資料に基づいた判断であることを前提とするが、財務状況は良好
であり、倒産・撤退のリスクはないと判断される。
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