
①

①

※　成果指標及び数値目標は、選定時に設定したものである。

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）

資料４－６

132.5%

H２９年度実績

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

２，６００人／年　以上 ３，４４５人施設利用者数

構成団体
（共同事業体の場合）

株式会社　塚原緑地研究所

千葉市美浜区真砂三丁目３番７号

（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※ H２９年度実績 達成率※

指定期間

選定方法

非公募理由

管理運営費の財源

平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日（５年）

公募

指定管理料及び利用料金収入

２　指定管理者の基本情報

所管課

本施設は、千葉氏発祥の地として設置された歴史公園内にあり、本市や日本の歴史・風
土への理解を深める文化活動の場として機能するとともに、周辺エリアの活性化や市内
観光の振興に寄与する。

都市公園法に基づく都市公園施設

・市民の文化、コミュニティ活動等の場を幅広く提供すること。
・市内の観光拠点の一つとして広く周知を図り、周辺公共施設等と連携し、亥鼻山への
来場者が憩え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

平成29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 亥鼻公園集会所

条例上の設置目的

施設利用者数

２，６００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、さらに多くの市民
に利用してもらう効果を見込んでいます。

都市局公園緑地部公園管理課
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※「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。

本社費・共通費の配賦基準・算定根拠

計画 9,320 9,151 計画－提案 0合計

実績 9,184 8,793 実績－計画 △ 136

提案 9,320 9,151

計画 0 0 計画－提案 0本社費・共通費

実績 0 0 実績－計画 0

提案 0 0

計画 42 20 計画－提案 0その他事業費

実績 42 42 実績－計画 0

提案 42 20

計画 0 0 計画－提案 0委託費

実績 0 0 実績－計画 0

提案 0 0

計画 651 600 計画－提案 0管理費

実績 575 584 実績－計画 △ 76

提案 651 600

計画 3,208 3,262 計画－提案 0事務費

実績 3,178 3,312 実績－計画 △ 30

提案 3,208 3,262

計画 5,419 5,269 計画－提案 0人件費

実績 5,389 4,855 実績－計画 △ 30

提案 5,419 5,269

（単位：千円）

    イ　支出

（単位：千円）

費　目 H２９年度
【参考】
H２８年度

計画実績差異・要因分析

差異 主な要因

計画 9,320 9,151 計画－提案 0合計

実績 9,362 9,225 実績－計画 42

提案 9,320 9,151

0 計画－提案 0
提案 0 0

その他収入

実績 0 0 実績－計画 0
計画 0

計画 570 560 計画－提案 0

差異

利用料金収入

実績 612 634 実績－計画 42

提案 570 560

8,750 8,591

8,591 実績－計画 0
8,750 8,591 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

8,750

費　目 H２９年度
【参考】
H２８年度

４　収支状況

（１）必須業務収支状況

    ア　収入
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【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

施設利用者２，６００人の達成 Ａ 132.5%

総支出 18,997 16,448
収　支 464 267

△ 165

H２９年度 【参考】H２８年度

総収入 19,461 16,715

432

自主事業

収入合計 10,099 7,490
支出合計 9,813 7,655
収　支 286

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 0 0

利益還元の内容

（３）収支状況

必須業務

収入合計

支出合計

収　支

9,362 9,225
9,184 8,793
178

（単位：千円）

合計 実績 9,813 7,655

本社費・共通費の配賦基準・算定根拠

その他事業費 実績 0 0
本社費・共通費 実績 0 0

事業費 実績 6,145 4,713
利用料金 実績 0 0

委託費 実績 0 0
使用料 実績 255 278

事務費 実績 395 82
管理費 実績 0 0

（単位：千円）

費　目 H２９年度
【参考】
H２８年度

人件費 実績 3,018 2,582

実績 10,099 7,490

（単位：千円）

自主事業収入

その他収入

合計

費　目 H２９年度
【参考】
H２８年度

実績 10,099 7,490
実績 0 0

（２）自主事業収支状況

イ　支出    ア　収入
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（２）利用者サービスの充実

Ｂ Ｃ

駐車場の確保 平成28年度 隣接する郷土博物館の駐車場が利用できるよう最終調整中。

ごみ箱の設置 平成28年度 要望のあったごみ箱のほか、将棋盤等も揃えた。

Ｃ 計画、提案どおりの運営業務を実施

【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。

（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

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

Ｂ

（１）幅広い施設利用の確保

Ｃ Ｃ
近隣の他施設（郷土博物館等）と連携した
活動を実施しており、利用促進にもつな
がっている。

自主事業の効果的な実施

４　その他

計画、提案どおりの運営業務を実施利用者への支援

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 施設の特性を生かした事業を実施してお
り、収入も伸びている。

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

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 計画、提案どおりの運営業務を実施

Ｃ Ｃ 利用者アンケート等においても清掃、施設
管理等において良い評価を得ている。

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

Ｃ 計画、提案どおりの運営業務を実施Ｃ

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

（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
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蛍光灯がやや暗い。 集会所の照明をＬＥＤ照明に交換し、暗さを改善した。

障子紙を年１回貼り替えると明るくなると思う。 ふすま、障子の貼り替えを行った。

結果

<集会所利用者アンケート>
・利用人数については、５名以下が８２％と大半を占めていた。
・利用者の住まいは、千葉県外が６１％、次いで千葉県内が２２％、市内は１７％と、利用者の多く
が千葉県外にお住まいの方である。
・利用目的については、写真撮影が８１％を占め、その他茶会、会合等の用途で利用されている。
・施設（備品）、清掃、従業員の対応の状況については、「満足」「ほぼ満足」の割合が９７％を占
めており、良好な評価を得ている。
・自由記載欄（一部抜粋）
「ロケーションがとても素敵で、従業員さんもとても優しい。快適に撮影させていただきました。」
「広い和室で撮影できてよかったです。お茶の道具もお借りできてありがたかったです。丁寧なご対
応ありがとうございました。」
「蛍光灯がやや暗いと思った。障子紙は年１回貼りかえると明るくなると思う。静かで大変良かっ
た。お店の方が実に丁寧な対応でよかった。」
「入室時、部屋があたたかくてよかったです。」
「コインパーキングに駐車したが、駐車場があった方が便利だし、あればもっと利用したい。」
「何度もお邪魔させていただいています。かき氷とてもおいしかったです。」
<庭園文化講座アンケート（自主事業）>
・参加者は、女性が８７％を占め、参加者の年齢は、６０歳以上が約５０％を占めている。
・参加者の住まいは、市内が７５％を占めており、集会所の利用者とは違う傾向が出ている。
・講座への参加状況は、「はじめて」の参加者がもっとも多く約半数、次いで「２～４回目」の参加
者が多くなっている。
・当日の講座の状況については、おおむね好評を得ている。

（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

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

<集会所利用者アンケート>
（調査方法）
集会所利用者にその都度用紙を配付し、回収
（回答者数・調査対象）
１５８人・亥鼻集会所の利用者
（質問項目）
利用人数、住まい、利用目的、施設（備品）状況、清掃状況、売店の品揃え、従業員の
対応、自由記載欄
<庭園文化講座アンケート（自主事業）>
（調査方法）
講座参加者に資料とともに配付し、終了時に回収
（回答者数・調査対象）
６９人・庭園文化講座の参加者
（質問項目）
性別、住まい、文化講座を知ったきっかけ、講座への参加状況、当日の講座について

調査方法

回答者数

質問項目
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（３）都市局指定管理者選定評価委員会の意見

ア　指定管理者による自己評価、市による評価のとおり優れた管理運営が行われていると認められる。今後も継続し
て、さらに市民にとってより良い施設となるよう管理運営を行っていただきたい。
イ　本施設専用の駐車場がないため、駐車場の利用に関し、引き続き、指定管理者と市で協力して、周辺施設等との
調整をお願いしたい。
ウ　本施設のビジョン（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）にある周辺エリ
アの活性化や亥鼻山への来場者が憩える場の提供等のため、周辺エリアにおける各種団体等と連携するための枠組み
を検討されたい。

（２）市による評価

総括
評価 Ｂ 所見

　指定管理業務においては、施設利用者数が前年度、成果指標を大きく
上回っており、評価できる。また、アンケート調査においても、従業員
の対応、清掃や備品等について好評を得ており、良好な管理運営がなさ
れているものと評価できる。
自主事業においては、庭園文化講座の実施、駅メモスタンプラリー、４
７都道府県応援プロジェクトへの協力等、良好な管理運営と評価でき
る。
近隣施設との連携事業では、野点や琴の演奏等、施設の特性を生かした
事業を実施しており多くの方に来場いただけたことから、優れた管理運
営が行われたと評価できる。

【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

・集会所の利用者数が、目標数値及び前年度比ともに大きく上回ること
ができた。また利用率についても61％で、社内目標である50％以上とい
う数値をクリアすることができた。
・接客については、職員一同「心を込めてもてなす」ことを心がけ対応
したので、アンケートにおいて、多くの方から満足との回答をいただ
き、また、リピーターの増加につながった。
・管理面において、管理管轄外の庭園の清掃、草刈り、樹木の剪定など
を積極　的に行い日本庭園の美観を保つよう努力した。
・自主事業である庭園文化講座も新しい企画をとりいれて参加者に満足
いただいた。また、郷土博物館が企画した騎馬武者体験のイベントに合
わせて、文化会館、県立図書館と連携し、「いのはな山秋祭り」を開催
し、亥鼻公園の集客に貢献した。
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