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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。

令和元年度　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
稲毛海浜公園教養施設（稲毛海浜公園花の美術館、稲毛海浜公園稲毛記念館、稲毛海浜
公園海星庵、稲毛海浜公園野外音楽堂）

条例上の設置目的

花の美術館入館者数（有料区域に入館する者）

稲毛記念館ほか２施設の利用者数（有料貸出施設を利用する者）・入館者数

１０２,０００人／年　以上

１４７,０００人／年　以上

本施設では、指定管理者制度導入による市民サービスの向上により、施設利用者の満足
度を向上させる効果及び管理経費の縮減効果を見込んでいます。

都市局公園緑地部公園管理課

２　指定管理者の基本情報

所管課

【花の美術館】
花と緑の豊かな良好な都市環境を創造するため、より多くの市民に花や緑の大切さを伝
え、緑化や緑の保全に対する意識の普及・啓発を図るとともに、公園利用者の憩いの
場・レクリエーションの場として機能する。
【稲毛記念館ほか２施設】
市民が郷土の歴史・風土への理解を深めるとともに、文化・教養の向上を図る場として
機能する。

都市公園法に基づく都市公園施設

【花の美術館】
①花や植物の育て方や管理方法など、市民の日常的な緑化活動に対する指導や相談を行
うとともに、花の飾り方、楽しみ方など、花の文化に触れながら「花のある豊かな暮ら
し」を提案すること。
②花や植物の展示、講習会などを通じて緑化活動や植物に対する学習の場を提供するこ
と。
③四季折々の花や植物の姿が楽しめる見本園を開放し、レクリエーションの場を提供す
ること。
【稲毛記念館ほか３施設】
①稲毛海岸の歴史・風土への理解を深める展示等により、来園者に学習の機会を提供す
ること。
②市民が快適な環境の中で、日本の伝統的な文化活動をはじめ、様々な文化活動を展開
できる場を提供すること。

成果指標※

数値目標※

制度導入により見込まれる
効果

指定管理者名

構成団体
（共同事業体の場合）

株式会社ワールドパーク連合体

千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１ワールドビジネスガーデン

株式会社ワールドパーク

株式会社フロンティアインターナショナル

一般社団法人日本ランニング協会

株式会社フォーカス

指定期間

選定方法

非公募理由

管理運営費の財源

平成３０年４月１日～　令和２年３月３１日（２年）

非公募

稲毛海浜公園施設については、民間活力を導入したリニューアル整備・運営事業を進め
ていくこととしており、平成２９年６月には、株式会社ワールドパーク連合体を事業者
として基本協定を締結し、整備に向けて手続きを開始した。
指定管理施設についても、公園の魅力向上と効率的な管理運営を進めていくためには、
ワールドパーク連合体へ委託することが最善と判断した。

指定管理料及び利用料金収入

株式会社ＣＶＣ

ビジョン
（施設の目的・目指すべき方向性）

ミッション
（施設の社会的使命や役割）

主たる事業所の所在地
（代表団体）
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（１）成果指標に係る数値目標の達成状況

３　管理運営の成果・実績

成果指標 数値目標※ 元年度実績 達成率※

69.8

147,000人 185,919人 126.5

元年度実績

選定時は未設定

選定時は未設定

※　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

指　標

102,000人 71,167人花の美術館入館者数（有料区域に入館する者）

稲毛記念館ほか２施設の利用者数（有料貸出施設を利用する者）・入館者数
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費　目 元年度
【参考】
30年度

４　収支状況

（１）必須業務収支状況

    ア　収入

225,293 225,324 計画－提案 0

主な要因

計画実績差異・要因分析

指定管理料

実績

計画

提案

225,293

台風被害、新型コロナウイルスの影響による入場者減

計画 11,426 11,426 計画－提案 0

差異

利用料金収入

実績 10,324 11,138 実績－計画 △ 1,102

提案 11,426 11,426

225,293 225,324

225,324 実績－計画 0

その他収入

実績 1,143 861 実績－計画 159 来場者減の補填として自主企画に力を入れた

計画 984 984 計画－提案 0
提案 984 984

（単位：千円）

    イ　支出

（単位：千円）

費　目 元年度
【参考】
30年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 237,703 237,734 計画－提案 0合計

実績 236,760 237,323 実績－計画 △ 943

提案 237,703 237,734

従業員の増員

計画 94,029 94,029 計画－提案 △ 2,415人件費

実績 113,152 94,704 実績－計画 19,123

提案 96,444 96,444
消費税8％から10％への増分

計画 13,065 12,940 計画－提案 125事務費

実績 19,205 16,452 実績－計画 6,140

提案 12,940 12,940
指定管理事業に関わる本社人員の増

計画 30,673 29,614 計画－提案 1,059管理費

実績 35,779 27,315 実績－計画 5,106

提案 29,614 29,614

計画 98,258 98,258 計画－提案 2,415
外部委託を内製化したため。

委託費

実績 50,235 77,419 実績－計画 △ 48,023

提案 95,843 95,843

計画 1,678 2,894 計画－提案 △ 1,216その他事業費

実績 5,953 4,072 実績－計画 4,275

提案 2,894 2,894

計画 0 0 計画－提案 0間接費

実績 0 0 実績－計画 0

提案 0 0

※「計画」とは、事業年度ごとの事業計画書で定めた計画額を示す。

  「提案」とは、選定時の提案書、事業計画書で指定管理者が提案した見積額を示す。

間接費の配賦基準・算定根拠

計画 237,703 237,735 計画－提案 △ 32合計

実績 224,324 219,962 実績－計画 △ 13,379

提案 237,735 237,735
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（２）自主事業収支状況

イ　支出    ア　収入

実績 914 525

（単位：千円）

自主事業収入

その他収入

合計

費　目 元年度
【参考】
30年度

実績 914 525
実績 0 0 事務費 実績 392 128

管理費 実績

（単位：千円）

費　目 元年度
【参考】
30年度

人件費 実績 382 330

事業費 実績 118 67
利用料金 実績

委託費 実績

使用料 実績

合計 実績 892 525

間接費の配賦基準・算定根拠

その他事業費 実績

間接費 実績

（３）収支状況

必須業務

収入合計

支出合計

収　支

236,760 237,323
224,324 219,962
12,436

（単位：千円）

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

利益の還元額

利益還元の内容

総支出 225,216 220,487
収　支 12,458 17,361

0

元年度 【参考】30年度

総収入 237,674 237,848

17,361

自主事業

収入合計 914 525
支出合計 892 525
収　支 22

【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

花の美術館入館者数（有料区域に入館する者） Ｄ 69.8%

稲毛記念館ほか２施設の利用者数（有料貸出施設を利用する者）・入館者数 Ａ 126.5%
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（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

リスク管理・緊急時対応

２　施設管理能力

市の指定管理料支出の削減 Ｃ

【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。）

（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

ＣＢ

１　市民の平等利用の確保・施設の適正管理

市民の平等利用の確保

関係法令等の遵守

３　施設の効用の発揮

Ｃ

（２）施設の維持管理業務

施設の保守管理

設備・備品の管理・清掃・警備等

（１）人的組織体制の充実

管理運営の執行体制

必要な専門職員の配置

従業員の能力向上

Ｃ

普通救命講習、上級救命講習受講、作業従
事者については、チェーンソー、刈払機講
習受講
世界らん展視察による従業員のスキルアッ
プを図る。

Ｃ Ｃ

（１）幅広い施設利用の確保

Ｂ Ｃ

自主企画を充実させ、利用促進を図った。
（花の美術館）
親子向けの企画を実施、利用促進を図っ
た。（稲毛記念館）
16:30以降は、無料開放（利用促進）を実
施。
公式ブログ・報道機関への情報提供・SNS
（Facebook・Instagram・twitter）を効果
的に活用したPR活動を実施した。（花美）

自主事業の効果的な実施

４　その他

授乳室、休憩スペース、車イスの提供（花
の美術館、稲毛記念館）
ベビーカー、幼児便座の貸し出し（花の美
術館）

利用者への支援

利用者意見聴取・自己モニタリング

（３）施設における事業の実施

Ｂ Ｂ より魅力的な展示業務や観察会、講習会を
充実させた。（花の美術館、稲毛記念館）

施設の事業の効果的な実施

開館時間・休館日

利用料金設定・減免

利用促進の方策

（２）利用者サービスの充実

Ｂ Ｃ

Ｃ

【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。

市内業者の育成

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
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年間パスポートの設定 30年度

稲毛海浜公園施設リニューアル整備・運営
事業では、指定管理期間終了後に一部施設
の改修を予定しているが、当該期間におい
ては、選定要項の「４　管理対象施設の概
要」で示されている設置目的、ビジョン
（施設の目的・目指すべき方向性）、ミッ
ション（施設の社会的使命や役割）及び特
徴の適正な理解等に基づき、業務を実施し
ていただきたい。

30年度

（４）都市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

結果

【花の美術館】
・住所　　市内63.4％　市外24.4％　県外12.0％
・年齢　　～10代6.7％　20代3.1％　30代8.7％　40代12.8％　50代14.0％　60代20.0％　70代～
33.3％
・性別　　男性24.2％　女性75.8％
・花等の展示管理　　良い68.9％　やや良い18.2％　普通10.0％　やや悪い1.8％　悪い0.2％
・通路・トイレ等の管理　　良い68.3％　やや良い18.2％　普通11.2％　やや悪い0％　悪い0％
・利用回数　　初めて22.8％　2回目7.0％　3回目以上70.3％
・滞在時間　　～30分10.1％　30分～1時間57.6％　1時間～2時間20.2％　2時間以上11.6％
・施設の情報源　　市政だより25.1％　紹介23.5％　ネット19.3％　新聞4.5％　テレビ0.3％　その
他21.5％
・一番良かった施設　　温室27.0％　屋内花24.9％　中庭12.3％　前庭9.3％　企画展示7.5％　ロー
ズガーデン6.9％　屋上庭園5.1％　モネサロン2.3％　市民展示1.2％
・全体的な印象　　良い76.8％　やや良い15.2％　普通5.1％　やや悪い1.0％

【稲毛記念館】
・住所　　市内60.0％　市外25.6％　県外14.4％
・年齢　　～10代20.8％　20代4.8％　30代8.8％　40代10.4％　50代15.2％　60代22.4％　70代
16.8％　80代～0.8％
・性別　　男性40.8％　女性59.2％
・同伴者　　家族60.7％　友人18.4％　サークル3.2％　1人14.4％　その他3.2％
・交通手段　　自家用車51.6％　徒歩20.2％　バイク・自転車14.5％　公共通機関13.7％
・稲毛記念館について　　知っていた64.8％　知らなかった35.2％
・利用回数　　初めて44.0％　2回目以上56.0％
・来館目的　　公園に来たついで39.6％　休憩室利用28.9％　東京湾の展望9.4％　稲毛の歴史を知る
ため5.4％　展示物の見学4.7　その他12.1％
・全体的な印象　　大変良かった34.5％　良かった46.6％　普通16.4％　やや悪かった2.6％

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

三陽メディアフラワーミュージアム（千葉市花の美術館）、稲毛記念館の２施設で毎月
利用者アンケートを実施し、月次報告書で報告

三陽メディアフラワーミュージアム549人　　稲毛記念館125人

居住地、年齢、性別、満足度など
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（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

（２）市による評価

総括
評価 Ｃ 所見

＜花の美術館＞
台風の影響による臨時休館や新型コロナウイルス感染症の影響もある
が、入館者数が大きく目標を下回っている。
既に実施しているが、SNSなどでの積極的な発信、広報活動や自主事業や
受託事業を充実させることで、入館者数の増加に努めていただきたい。
＜教養施設＞
新型コロナウイルス感染症による影響があったものの、目標を大きく上
回る入館者数があり、利用者アンケートの結果も概ね良好である。

【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

花の美術館では、指定管理者管理運営の基準に基づき、緑化推進・普及啓発を目
的とし、より多くの市民に日常の緑化活動への提案や支援を行うと共に、利用者
の憩いの場所として楽しんでいただけるよう、丁寧な市民サービスの提供を心が
け、施設として魅力的な管理運営を実施することができた。又、ワークショップ
等の自主企画にも力をいれ、行列ができるほどの好評を頂けた。
稲毛記念館では市民の文化や教養の向上を目的に、子ども主体の講習会や伝統文
化活動を充実させた。また公園利用者の利便性を図るため、気軽に使用できる休
憩スペースを提供し、多くの市民に活用してもらうことで同時に展示物へ興味関
心を深めることができた。
全職員の意識向上のため、引き続き各施設での交流を密に行い、全体ミーティン
グを行った。

温室で蚊に刺された。どうにかしてほしい。(花美） 温室入口に虫除けスプレーを設置し、対応

多肉植物が良い。もっと増やしてほしい。（花美）
季節によって植え込む植物や多肉は変化していきます
今後の展開も引き続きお楽しみください。
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