
平成２７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）

　　　　①収入実績（千円）

　　　　②支出実績（千円）

　　　　③収支実績（千円）

11,162 145.4%

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

▲ 4,822 0 ▲ 4,822

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 105,204 106,376 98.9%

自主事業 5,193 7,830 66.3%

合計 305,292 316,498 96.5%

事務費 178,664 191,130 93.5%

管理費 16,231

　利用料金等には、図録等の売
上及び助成金を含む。

利用料金等 71,845 87,400 82.2%

自主事業

（３）収支状況

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

7,357 7,830 94.0%

合計 300,470 316,498 94.9%

指定管理委託料 221,268 221,268 100.0%

市民ギャラリー 66.7% 89.9% -23.2% 79.5% -12.8%

講座室 44.2% 46.1% -1.9% 50.0% -5.8%

講堂 40.9% 32.9% 8.0% 40.0% 0.9%

対目標値増減
(a)-(c)

さや堂 34.3% 30.6% 3.7% 41.0% -6.7%

162,742 145,972 111.5% 142,000 114.6%

Ｈ２７年度
(a)

Ｈ２６年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２７目標値
(c)

（２）利用状況

Ｈ２７年度
(A)

Ｈ２６年度
(B)

前年度比
(A)/(B)

Ｈ２７目標値
(C)

達成率
(A)/(C)

イベント事業 ２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

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 ４３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

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、市民美術講座等

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要
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　　　　＜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

　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

　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：1,977件
　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 1.7%、10代 5.2%、20代 5.5%、30代 9.1%、40代 18.3%、50代 18.3%、60～64歳 9.6%、
　　　　　　 　65～69歳 12.4%、70代 13.4%、80歳以上 3.1%、無回答 3.4%）
　　　　性別（男性 37.8%、女性 59.4%、無回答 2.8%）
　　　　住所（市内 27.6%、県内 30.1%、都内 21.2%、その他17.9 %、無回答 3.2%）

　イ　交通手段：
　　　　ＪＲ千葉駅より徒歩 35.0%、ＪＲ千葉駅よりバス12.4%、ＪＲ千葉駅よりタクシー 1.7%、
　　　　京成千葉中央駅 　　8.5%、モノレール 5.7%、自家用車 15.7%、自転車 2.8%、その他 5.4%、無回答 12.8%

　ウ　展覧会を知った媒体：
　　　　新聞 18.2%、雑誌・ミニコミ3.0%、テレビ・ラジオ9.8%、チラシ15.6%、ポスター 9.2%、市政だより3.6%、
　　　　知り合いから 6.6%、友の会・美術館ニュース4.6%、千葉市美術館ホームページ11.7%、
　　　　その他インターネットサイト7.7%、館に来て1.4%、その他8.6%、

　エ　来館回数：
　　　　はじめて 29.6%、２～３回18.3%、４～５回12.5%、６回以上 36.6%、無回答 3.0%

　オ　感想：【歴代館長が選ぶ　所蔵名品展　第一部】大変よかった・期待以上38.0%、よかった・期待どおり51.1%、
　　　　　　　　　　　　普通7.3%、あまりよくなかった 1.5%、よくなかった・期待はずれ0.7%、無回答1.5%
　　　　　　　【ドラッカー・コレクション】大変よかった・期待以上56.3%、よかった・期待どおり36.0%、普通 2.7%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.2%、よくなかった・期待はずれ1.1%、無回答3.6%
　　　　　　　【ルーシー・リー展】大変よかった・期待以上58.1%、よかった・期待どおり 31.5%、普通 5.0%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.7%、よくなかった・期待はずれ 0.5%、無回答 4.2%
　　　　　　　【唐画もん】大変よかった・期待以上 49.6%、よかった・期待どおり 39.9%、
　　　　　　　　　　　　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 0.0%、無回答5.7%
　　　　　　　【杉本博司展】大変よかった・期待以上 50.4%、よかった・期待どおり 24.9%、普通 5.4%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 5.2%、よくなかった・期待はずれ 2.9%、無回答 11.2%
　　　　　　　【初期浮世絵展】大変よかった・期待以上 53.2%、よかった・期待どおり 38.6%、普通3.4%、
　　　　　　　　　　　　あまりよくなかった 0.7%、よくなかった・期待はずれ 0.0%、無回答 4.1%

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

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

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

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 87件

（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 383件
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（２）市に寄せられた意見、苦情

市長への手紙、電話・メール等

　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

雇用者１２人中市内者８人

障害者雇用への配慮 2

市内産業振興・
雇用への配慮

市内産業振興 2

市内雇用・継続雇用への配慮 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（1,977件）
貸出施設利用者（72件）
市内大学等新入生（83件）
　※4月から1年間無料開放を実施

事業評価の実施 2

日報の記録、報告書の提出等 2

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

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 開示実績なし

守秘義務の遵守 2

労働基準法を順守した労働条件の確保

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

（１）美術品の管理と職員の対応等についての苦情
　　→対応について指導し、管理については指紋ふき取り等機敏な対応に努めている。
（２）資料置き場が暗い→昼間の時間帯でも暗い天候時には照明を点灯する等明るさを確保できるよう努めている。
（３）浮世絵展ばかりでなく幅広い展示をしてほしい。（意見）

27年度は、千葉市美術館が開館20周年を迎えた年度であった。企画展5本（市民展は含まず）すべてを開館20周年記念と銘打ち、開館以来
の経験と実績を活かし力を注いだ内容となった。20周年関連での広報にもつとめ、分野を問わずすべての企画展の観覧者が1万人の大台を
超えるという好評を得、年間の展覧会入場者総数も目標を大きく上回った。
4月当初から立ち上げた所蔵作品展「歴代館長が選ぶ　千葉市美術館所蔵名品展」では、所蔵品の水準を示すとともに、20年の歩みと今後
の展開を広くアピールすることができた。千葉市との共催で行った記念事業として、『千葉市美術館所蔵作品100選』を刊行したほか、千葉市
民会館で行った「歴代館長によるシンポジウム」は、大ホールを満員（参加者数795名）にして報道されるなど、大きな反響を得た。
次いで企画展「ドラッカーコレクション　珠玉の水墨画」においては、従来の美術ファンだけでない新たな顧客を創造し、企業との関係を築く新
しい試みも注目された。企画展「ルーシー・リー展」では作家の高い人気をうまく集め、全国巡回の5館の中で最多の入場者となった。同じ巡回
展での集客数は、地の利や地元マスコミの力にも左右され、これまで苦戦してきた当館としては快挙である。いずれの展覧会とも図録の販売
実績、来館者の購入割合は非常に高く、全国的にも特筆されている。現代美術としては企画展「杉本博司展」がかつてない空間を作り出して
評判高く、江戸時代美術の分野では、単独開催で海外からの借用品も含んだ決定版な内容の企画展「初期浮世絵展」を開催、千葉市美術館
ならでは力を示した。大坂の絵師を取り上げた珍しい企画展「唐画もん」展では、人気の若冲をとりこむ戦略的広報や、所蔵作品展「田中一村
と東山魁夷」を同時開催とするなどの企画構成も功を奏した。所蔵作品展の充実が定評を得ていることは、新しい寄贈寄託の申し出にもつな
がっており、意義が高い。
27年度途中より、新しい学芸員２名を加え、人的体制を徐々に強化している。企画展に連動したワークショップや鑑賞ツールの作成など新し
い試みが起動し、特に教育普及事業の進展が次年度に向けて目に見える形になってきている。
27年度は、20周年であると同時に、次期5年の指定管理提案書を作成しビジョンを築く年度でもあった。千葉市の文化的な拠点としての発信
力にいっそう期待がかかっており、役割が求められていることを認識しているところである。

評価
※１ A 所見

展覧会の入場者数は162,742人で、歴代３位の入場者数となり、目標の142,000人を大きく上回った。開館以
来の経験と実績を存分に活かしたことで、20周年の節目にふさわしい結果となったことは評価できる。
貸出施設の稼働率については、目標値には届かなかったものが多かったため、稼働率向上に努めていただ
きたい。今後とも市と連携し一層の宣伝・集客を目指していただきたい。

3件

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

開館20周年に相応しいビッグネームばかりの名作ぞろいでこれが200円とはもったいないくらいのお腹いっぱいにな
る充実した展示でした。
展示作品のそばにある作品名や作家名にひらがなでふりがなをつけていただくとありがたいです。（⇒適宜対応）
高齢者なのでもう少しその字を大きくしてほしいなあと思いました。（⇒適宜対応）
週末に展示時間を延長するのはとても良い。
子供向けのリーフレットがあって、子供（７歳）も一緒に楽しめて夏のよい体験になりました。
駅（JR千葉駅）での美術館への道筋など案内が無かった（⇒開館20周年事業として、千葉駅前大通りにバナーの設
置を行った。その他消火栓広告等を設置）。
千葉市美術館の公式Twitterアカウント作ってください（⇒平成28年度にTwitterアカウント開設予定）。
図録に、所蔵品展の作品も加えてほしい（⇒27年度には開館20周年を記念した『千葉市美術館所蔵作品100選』を
作成及び販売）。

2 財団事務局で一括管理
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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

４　管理経費の縮減

　

　

支出見積の妥当性
計画に沿った支出 2

合計 90

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

平均 2.0

自主事業

講座等の企画 2
講師派遣による講座
日経アカデミア特別講座「みんなが愛するドラッ
カー」他４２回開催

友の会 2
会員数2,230件（前年度から133件増）
友の会バスツアー「陶芸の町・益子を訪ねて」

地域連携 2

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。２７年度は１年間市内大学等新
入生無料。

調査研究 2

再委託
適正な再委託 2

指定管理事業

美術品収集・管理 2

展覧会 2

ミュージアムショップの運営 2 積極的に館外での販売に努めた。

遠方監視・安全管理 2
監視は随時、巡回監視は１日２回
中央区役所の警備と適宜連携している。

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
自衛消防活動訓練
中央区役所との合同消火・避難訓練実施

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（50万円未満） 2

台帳に基づく備品管理 2

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

美術館の事業や関連情報について随時更新して
いる。

リーフレット、チラシ等の作成・配布によるＰＲ活
動

2

執行体制 適正な人員配置・勤務体制 2

職員の管理運営能力の向上策 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（ホスピタリティの向上） 2

複合施設の
管理協力体制 中央区役所との連携 2

毎月第１火曜日開催の区定例会議出席。
防災訓練の実施。

減免基準に基づく減免の実施 2

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

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、27年4月から28年3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。83人来場。

2その他（利用料金の減免）
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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　 45 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）企画展と関連した所蔵作品の展示については評価できる。
（２）展示物の説明文について、文字を大きくするなど、見易いものとなるよう工夫されたい。
（３）若い方が美術館に関心を持ち、入館が増えるよう、大学との連携を充実されたい。
（４）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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