
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利用者数（人）

　　　　②稼働率

維持管理業務 建築設備維持管理

清掃業務【日常清掃・定期清掃】

通年

49.0% 48.9% 0.1% 34.0% 15.0%

2,871 4,523 63.5% 4,500 63.8%

Ｈ２４年度
(a)

Ｈ２３年度
(b)

対前年度増減
(a)-(b)

Ｈ２４目標値
(c)

対目標値増減
(a)-(c)

（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)

事業名 実施時期 事業の概要

茶店 通年
いのはな団子等の市推奨土産品の販売や、飲
食物の提供

庭園文化講座 通年

「いのはな山の歴史めぐり」や「京都の名庭・こ
こが見どころ」など、各種テーマに沿った講座を
開催
　開催回数：14回　参加者：227 人

建築物維持管理

（１）主な実施事業

事業名 実施時期 事業の概要

施設運営業務 通年
予約受付業務、利用料金の徴収業務、受託事
業等

指定管理者評価シート

施設名 亥鼻公園集会所 指定管理者 株式会社塚原緑地研究所

指定期間 平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 所管課 都市局公園緑地部公園管理課

別 紙 ３ 
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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

　　

使用の制限 千葉市都市公園条例第１２条 0件

（５）市への審査請求 　　　　＜件数＞

　　　　＜概要＞

件数

使用許可 千葉市都市公園条例第１０条 189件

使用不許可 千葉市都市公園条例第１１条 0件

206 ▲ 102 308

管理費 561 640 87.7%

（４）指定管理者が
行った処分の件数 処分の種別 処分根拠

合計 15,816 16,822 94.0%

決算額(ｱ)
(A)-(a)

計画額(ｲ)
(B)-(b)

対計画額増減
(ｱ)-(ｲ)

8,125 88.5%

決算額
(a)

計画額
(b)

計画比
(a)/(b)

備考

人件費 7,129 6,504 109.6% ・事務費の減額理由としては、
教育研修費及び本部事務管理
費等の削減によるもの。
・管理費の減額の理由は、施設
管理費の削減によるもの。自主事業 7,091 8,227 86.2%

その他 - － －

事務費 1,035 1,451 71.3%

決算額
(A)

計画額
(B)

計画比
(A)/(B)

備考

指定管理委託料 8,311 8,311 100.0% ・利用料金の増額は、撮影会による
利用が多かったことによるもの。
・自主事業の主な減額理由は、利
用者数の減少や天候等により、茶
店の収入が計画より下回ったことに
よるもの。その他 - - -

合計 16,022 16,720 95.8%

利用料金 518 284 182.4%

自主事業 7,193

（３）収支状況
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　　　　＜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

※開示決定がなされた事案の概要

※不開示決定がなされた事案の概要

　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：毎月利用者アンケートを実施し、翌月の月次報告書で報告

　イ　回答者数：117件

　ウ　質問項目：利用人数、住所、利用目的、施設・設備、清掃、売店、接客

　ア　回答者の属性：一般利用者：117件

　イ　実施事業：施設（備品）（満足：93%、ほぼ満足：4%、普通：2%）

清掃（満足：94%、ほぼ満足：4%、普通：2%）

売店の品揃え（満足：89%、ほぼ満足：5%、普通：5%）など

接客応対（満足：98%、ほぼ満足：2%）

　ウ　スタッフの対応：良好な評価を得ている。

　エ　清掃状況：良好な評価を得ているが、さらに徹底していく。

　オ　総合的な満足度：全体的に利用者の満足度は高く、良好な管理状況と評価できる。

（２）市に寄せられた意見、苦情

市長への手紙、電話での対応

0件

　４　指定管理者による自己評価

②意見、苦情の数

稼働率・運営面では計画以上の成果を上げることができた。
自主事業「庭園文化講座」を継続して実施し、市民に好評をいただいた。また、本施設利用者によって「いのはな倶楽部」が組織され、
イベントのスタッフ等として運営に参加している。
いのはな山の公共施設（千葉市郷土博物館・千葉県立中央図書館）等との連携を進め、「いのはな山懇談会」を開催し、協働して「いの
はな山文化祭」を実施した。
施設の維持管理はおおむね計画どおり実施した。
今後も施設の魅力を高め、地域等との連携を深めて、集客力の向上に努めていく。

①アンケート調査
の実施内容

②調査の結果

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

①意見、苦情
の収集方法

③主な意見、苦情と
それへの対応

意見：雨除けを作ってほしい、庭園に中門があると良い等。
対応：雨除けや庭園に中門を設置したほか、集会所に下駄箱を新設し、利用者サービスに努めている。

指定管理者

市政情報室（経由）

計算書類 ○ ○

事業計画書 ○ ○

事業報告書 ○ ○

申出先 開示 不開示 合計

（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
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　５　市による評価

　

　

講座の開催 2 庭園文化講座を開催した。

　履行状況の確認

確　　認　　事　　項
履行状況

※２
備　　　考

（１）市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理

評価
※１ A 所見

指定管理業務については、前年度稼働率を維持し、接客応対などのサービス面もアンケートにおいて
好評を得ており、良好な管理状況と認められる。自主事業については、H23年度より開設した庭園文化
講座を継続し、利用者の確保に努めるほか、周辺の公共施設と共同でイベントを開催し、利用者促進
に意欲的に取り組むなど運営面について高く評価できる。
これらにより概ね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たと評価す
る。

平均 2.2

自主事業の
効果的な実施

茶店での飲食物の提供 2 いのはな団子等の販売

合計 22

（４）管理経費の縮減

支出見積の妥当性
計画通りに予算が執行されているか 2

本部事務管理費の削減などにより経費の縮減
に努めているが、概ね計画通りの執行となって
いる。

収入見積の妥当性

利用料金収入は計画通りか 3
利用者数が減るなかで、前年度稼働率を維持
し、計画利用料金収入を大きく上回っている。

自主事業収入は計画通りか 2

売店の売上は前年比増えたが、計画数値には
届かなかった。一方で、庭園文化講座を開催
し、顧客開拓に努めるなど運営面での努力が
伺える。

利用促進の方策
ホームページ、リーフレットの配布 3

ホームページ：予約情報を更新
リーフレット：施設等で配布
利用者の満足度を上げるため様々な企画を
行っている。

（３）施設の効用の発揮、施設管理能力

利用者への支援
茶道具、机等の備品を無料で貸出 2 通年実施

モニタリング
の考え方 指定管理者自身によるセルフモニタリングを実

施 2 毎月セルフモニタリングを実施

（２）市民サービスの向上

個人情報保護について明記

関係法令等の遵守
（行政手続） 使用の不許可、制限に関する基準の明示 2 マニュアルに明記し、施設に備え付けている。

関係法令等の遵守
（個人情報） マニュアルの作成 2
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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　　

　２点・・・仕様、提案どおりの実績・成果があった　

　１点・・・仕様、提案どおりの管理運営が行われなかった

　６　都市局指定管理者選定評価委員会の意見
ア　講座の継続実施や、周辺公共施設との共同イベント実施など、運営面での努力がうかがえ、サービス面でもアンケートで好評を得
ていることから、良好な管理運営が行われていた。
イ　亥鼻公園として歴史文化を学べる講座のような、住民やボランティアと同じ目線で協働してやるようなやり方は、利用者の底上げに
もつながると思われるので、他の公園にも参考になる取組み状況と考える。
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