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総合評価の概要 

 

Ⅰ スポーツ施設 

 評価対象の２４施設のうちデータ評価で課題ありとなった１６施設について、現用途の需要見通し、利用実績、公共施設再配置、資産の立地特性について分析・検討し、総合評価を行った。 

 

１ 評価結果 

評価結果 施設数 施設名 

見直し ２ 千葉公園スポーツ施設、武道館 

当面継続 ９ 青葉の森ＳＰ、北谷津温水プール、中田ＳＣ、大宮スポーツ広場、市民ゴルフ場、古市場公園スポーツ施設、昭和の森、幸町公園、稲毛海浜公園スポーツ施設 

継続（計画的保全対象） ５ 千葉ポートアリーナ、蘇我スポーツ公園、こてはし温水プール、みつわ台第２公園スポーツ施設、袖ケ浦第４緑地 

 

（１）評価結果：見直し 方向性：類似機能の統合 

【千葉公園スポーツ施設・武道館】 

・千葉公園及び武道館については、老朽化、耐震性能不足により、近隣の中央ＣＣ体育施設を含め、千葉公園での再整備について、施設所管で検討を行っている。 

・施設の再整備にあたっては、将来需要を含めた利用状況や市全体の施設の設置状況等を十分に検討の上、再整備の規模、内容を決定すべき。 

・特に、弓道場については、他施設に比べ、利用者数が少ないことから、青葉の森ＳＰや花島公園スポーツ施設での需要の吸収の可能性を検討すべき。 

 

（２）評価結果：継続利用 方向性：当面継続 

・主に、屋外スポーツ施設の耐用年数が超過していることから、建物性能が課題ありとなったが、適切な維持管理を行っており、利用に支障はない。なお、耐震性能に課題のある施設はない。 

・多くの施設で利用度に課題があるが、施設が新しいものもあり、直ちに見直すことは難しい。 

 

以上により、利用状況等に留意しながら当面は利用を継続し、大規模改修等の段階で見直しを検討するとともに、アクションプラン（平成 28年度策定予定）において、再配置の検討を行う。 

 

（３）評価結果：継続利用 方向性；継続（計画的保全対象） 

 ・みつわ台第２公園スポーツ施設及び袖ケ浦第４緑地については、主に、屋外スポーツ施設の耐用年数が超過していることから、建物性能が課題ありとなったが、適切な維持管理を行っており、利用に支障はない。 

（千葉ポートアリーナ、蘇我スポーツ公園、こてはし温水プールは建物性能に課題なし。） 

・いずれの施設も、利用は概ね良好である。 

・利用目的、施設規模、立地において、再配置可能なスポーツ施設がない。または、施設規模から将来統合先となる可能性がある。 

・また、蘇我スポーツ公園については、災害時には防災拠点となる。 

 

以上により、千葉ポートアリーナ、蘇我スポーツ公園、こてはし温水プール、みつわ台第２公園スポーツ施設、袖ケ浦第４緑地については、計画的保全対象施設として、必要な保全を行い、長寿命化を図る。 
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２ 分析結果 

（１）データ評価結果  

  データ評価結果は、以下のとおりであった。 

課題あり指標数 課題ありとなった評価指標 施設名 

全指標 建物性能・利用度・運営コスト 昭和の森、稲毛海浜公園スポーツ施設 

２指標 建物性能・利用度 千葉公園スポーツ施設、古市場公園スポーツ施設  

建物性能・運営コスト 武道館、幸町公園 

１指標 建物性能 みつわ台第２公園スポーツ施設、北谷津温水プール、袖ケ浦第４緑地 

利用度 蘇我スポーツ公園、青葉の森ＳＰ、こてはし温水プール、中田ＳＣ、大宮スポーツ広場、市民ゴルフ場 

運営コスト 千葉ポートアリーナ 

 

（２）現用途の需要見通し 

 

 

ア  野球場   

・土日の利用が多い。ただし、大宮スポーツ広場では、平日の利用が多く、他施設と異なる傾向であった。【グラフ②】 

・利用者の年代は、概ね一般（大人）利用が多く、次いで、小中学生の利用が多い。高校生の利用はほとんどないが、青葉の森ＳＰでは、千葉県高等学校野球連盟の大会等で利用されているため、高校生の利用が他

施設と比べて多い。【グラフ③】 

・１７～２５年度では、利用者数は、千葉公園スポーツ施設、古市場公園スポーツ施設は増加傾向、その他の施設は横ばいか減少傾向。【グラフ④】 

 

 

 

≪まとめ≫ 

・野球場、球技場等土日の利用が多い施設は、比較的若い世代の利用が多いと考えられる。一方、庭球場、体育館等曜日を問わず利用が多い施設は、主婦層又は高齢者の利用が多いと考えられる。 

・１７～２５年度では、利用者数が減少又は横ばいの施設が多い。 

特に、プールは、レジャー利用が中心の稲毛海浜公園を除くすべてのプールで利用が年々減少し、利用者数はＳ６０年度の３分の１程度となった。 

・長期的には、総人口の減少に伴い、利用者数も減少すると考えられるが、過去の利用状況を見ると人口と利用者は必ずしも比例しておらず、人口以外の要因も複合的に検証していく必要がある。 

※① 大宮は稼働率なし。昭和の森の稼働率は推計値。 ※③ 料金区分による分類。昭和の森・大宮は年代別料金ないため表示していない。   ※④ 折れ線グラフは利用者数、棒グラフは年齢３区分別人口。（以降すべて同じ） 

※利用状況の分析内容については、利用の傾向を把握するため、資産経営課で分析したもの。（以降すべて同じ） 

土日 

小中学生 

高校生 

1,633,667 

（人） 
利用者数（人） 人口（人） 
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イ 球技場・多目的運動場 

・蘇我スポーツ公園球技場はＪリーグ公式戦開催等に対応するため、年間総利用日数を８０日程度に制限し、７４日の利用があった。 

・蘇我スポーツ公園多目的運動場は、平日は、主に少年サッカー教室等、土日は大会等で利用されている。また、夜間稼働率が約９０％と高い。【グラフ②】 

・中田ＳＣ、稲毛海浜公園スポーツ施設では、土日の利用が中心で、高校生以下の利用が半数程度であった。【グラフ②、③】 

・千葉公園スポーツ施設、大宮スポーツ広場はほとんど利用がなかった。※千葉公園では競輪場内に球技場が設置されており、競輪開催により使用可能な日程が大幅に制限される。【グラフ①】 

・１７～２５年度は、最も古い稲毛海浜公園では減少傾向。その他の施設は比較的新しく、直近の利用状況は横ばい又は増加傾向である。【グラフ④】 

 

 

 

ウ 庭球場 

・全般的に、平日土日を問わず利用されており、平日日中に余裕のある主婦層又は高齢者の利用が多いと考えられる。 

・蘇我スポーツ公園、青葉の森ＳＰ、稲毛海浜公園スポーツ施設、袖ケ浦第４緑地では、小中高生の利用が比較的多い。８～２０面と施設規模が大きいため、スクールや大会等が多く開催されているためと考えられる。【グラフ②】 

・１７～２５年度では、利用者数は、概ね横ばいか減少傾向。比較的新しい蘇我スポーツ公園、中田ＳＣの直近の利用状況は増加傾向。【グラフ④】 

 

227,435 

土日 

高校生・小中学生 

※大宮は稼働率なし。 

高校生・小中学生 

※昭和の森の稼働率は推計値。年代別なし。※千葉公園スポーツ施設は、競輪場内に設置されているが、昇降式防球ネットの故障により利用を休止しているため、①、②は表示していない。 

227,435 

人口（人） 
（人） 

利用者数（人） 

（人） 
利用者数（人） 人口（人） 
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エ プール・温水プール 

・プールは、夏季のみ開設しており、小学生以下の利用が大半を占める。温水プールは通年開館であるが、特にこてはし温水プールで、7・8月の利用が増加。大人の利用は季節・曜日による変動が比較的少ない。【グラフ②、③】  

・１７～２５年度では、プールでは稲毛海浜公園を除き、利用者数は横ばいか減少傾向。また、Ｓ６０年度と比較すると、利用者数は３分の１程度となった。温水プールでは、北谷津は増加傾向、こてはしは横ばい。【グラフ④】  

・なお、プール、温水プールともに、幼児の利用には保護者の付き添いが必要で、この年代の利用が減少した場合、一般（大人）利用も減少すると考えられる。 

 

 

オ 体育館 

・千葉公園スポーツ施設、千葉ポートアリーナでは、専用利用が中心（個人利用がほとんどない）。特に千葉ポートアリーナは大会等での利用が多い。【グラフ①】 

・個人利用が主体の施設では、卓球やバドミントンでの個人利用が中心。また、個人利用のうち、６５歳以上の減免適用者は古市場公園スポーツ施設では少ないが、他施設では２～４割程度となっている。【表②、グラフ③】 

全般的に、平日・土日を問わず利用されており、平日日中に時間的余裕のある主婦層や高齢者の利用が多いと考えられる。 

・１７～２５年度では、利用者数は、みつわ台第２公園スポーツ施設では増加傾向、その他施設では横ばいか減少傾向。【グラフ④】 

 

 

 

160,759 

※こてはし（スポーツ室）は稼働率なし。 ※網掛け箇所は、卓球又はバドミントンの個人利用 

65 歳以上 

※こてはし温水 ２月は利用休止。 

小学生以下 

（人） 

（人） 

利用者数（人） 

利用者数（人） 人口（人） 

人口（人） 

（人） 
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※参考として中央ＣＣ柔・剣道場をグラフ①・②・④に表示している。中央ＣＣは個人利用のみ。 ※青葉のみ区分が、一般、高校生、中学生以下だが、中高生にまとめた。 ※育成団体：体育及びスポーツの振興を図ることを主たる目的とした団体（千葉市体育協会、千葉市少年スポーツ連盟等） 

 

 

カ 柔道場・剣道場・弓道場 

・柔道場、剣道場は、専用利用者数が９割を超え、団体で利用される場合が多い。【グラフ①】 

・弓道場は、柔・剣道場に比べ、個人利用が多く、個人利用の約３分の１が６５歳以上であった。また、青葉の森ＳＰ、花島公園スポーツ施設では育成団体の減免利用が約９割で利用者が限定されていると考えられる。【グラフ②、③】  

・Ｈ１７～２５年度では、利用者数は柔道場横ばい、剣道場、弓道場は増加傾向。【グラフ④】 

 

キ その他 

種目 陸上競技場（青葉の森 SP） グラウンドゴルフ（中田 SC） 相撲場（古市場公園） 屋内運動場（稲毛海浜公園） ゴルフ（市民ゴルフ場） ヨットハーバー（稲毛海浜公園） 

H25 

利用

状況 

個人利用者数 ２１，２６４人 

専用利用者数 ４０，５８４人 

専用利用稼働率 ２８．３％ 

個人利用者数 ５，７０２人 

専用利用者数 ８，５４７人 

専用利用稼働率 ３５．０％ 

利用者数 ６８３人 専用利用者数 ３３，８２７人 

専用利用稼働率 ６６．３% 

利用者数 ２３，４６２人 利用者数 １３，０８５人 

・陸上競技大会の他、サッカー、グラウンド

ゴルフ等の大会で土日を中心に利用されて

いる。 

・個人利用は陸上競技のみで利用可能。利用

者の８割強が高校生以下。【グラフ①】 

・１７～２５年度では、利用者数は増加傾向。 

・個人利用は６５歳以上の減免適用が９割弱

であった。【グラフ②】 

・専用利用でも高校生以下の利用はほとんど

ない。 

・２１～２５年度では、利用者数は増加傾向。 

・利用時期が６～７月に集中しており、また、

土日の利用が約５割と多い。【グラフ③】 

・専用利用が約８割を占め、利用者が固定さ

れていると考えられる。 

・１７～２５年度では、利用者数は減少傾向。 

・平日は主にマリーンズアカデミーによる少

年野球教室で利用され、その他の利用は土日

が中心。【グラフ④】 

・２４年度からフットサル利用が増加。 

・１７～２５年度では、利用者数は増加傾向。 

・１日当り利用者数は、土日祝９０人弱（５・

１１月は１００人超）、平日６０人弱。【グラ

フ⑤】 

・６５歳以上の利用者は、約２割で平日の利

用がほとんど。 

・２１～２５年度では、利用者数は減少傾向。 

・海洋スポーツの普及振興のために行われて

いる事業。 

・季節による利用者の増減が激しい。（８月：

２，１３９人/２月４５０人）【グラフ⑤】 

・１７～２５年度では、利用者数は減少傾向。 

 

 

専用利用 

減免適用 

高校生 

以下 

65 歳以上 土日 土日 

ﾖｯﾄ ﾖｯﾄ 

ｺﾞﾙﾌ ｺﾞﾙﾌ 

65 歳以上 

（人） 利用者数（人） 人口（人） 

利用者数（人） 人口（人） 
（人） 
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ク 運営コスト 

・運営コストについては、指定管理者等の支出ベースで分析を行った。データ評価で課題ありとなった５施設については、以下の要因により運営コストが課題ありとなったと考えられる。 

・武道館、高洲市民プール、幸町公園は、単独種目による運営(例：プールのみ設置)で相対的に利用者が少なく、複合スポーツ施設と比較し、受付や施設管理等に係る人件費が割高になったと考えられる。 

・千葉ポートアリーナは、屋内施設であり、かつ、施設規模が約 2万㎡と大きいことから、光熱水費が高いこと（約 7千万円）が、高コストの要因と考えられる。 

・稲毛海浜公園は、管理方法等の違いにより３事業者により管理がされている。特に、ヨットハーバーについて、海上監視等のため人件費が高く、また、球技場の芝の管理費用が 1千万円程度かかることが、高コストの

要因と考えられる。 

・なお、昭和の森は、都市公園法による管理許可によりスポーツ施設の他駐車場や売店等を一括して民間事業者が運営している。市からの委託料等の支出はなく、市に施設使用料が約２８０万円納付されている。 

 

 

（３）公共施設再配置（ 参考資料１ 施設配置図 参照 ） 

 ア 評価対象スポーツ施設同士の機能統合等 

 ・評価結果が見直しとなった千葉公園スポーツ施設、武道館を除き、施設の利用状況が概ね良好であること、立地の近接性がないことから、現状で直ちに機能統合が可能な施設はなかった。 

 ・今後、利用状況等を注視し、利用状況に変化が見られた場合は、機能統合を検討する必要がある。 

 

 イ 類似機能を有する施設（評価対象外施設）との機能統合等 

 ・評価対象となったスポーツ施設の他、類似機能を有する以下の施設についても、再配置の検討を行った。 

①小・中学校体育施設（校庭、体育館、武道場）   ②公園内無料施設（主に野球場、庭球場）  ③コミュニティセンター・勤労市民プラザ（体育館）  

④暫定利用施設（運動広場（主に野球場））、高齢者スポーツ広場（庭球場） 

 ・①～③については、本来用途の付帯的機能であることから、スポーツ機能の再配置のみを目的とした再配置が困難。また、④のうち運動広場についても、施設の利用状況、立地から直ちに統合することが難しい状況で

ある。 

・ただし、④のうち高浜５丁目高齢者スポーツ広場については、利用者数が約 2,500人と少なく、また、コート数が 2面と施設規模も小さいことから、本来用途で利用しないことが決定された場合は、暫定利用を解消し、

近隣の稲毛海浜公園スポーツ施設又は袖ケ浦第 4緑地で需要を吸収すべき。 

・なお、暫定利用施設全般について、本来用途で利用しないことが決定された場合は、暫定利用を解消していく必要がある。 

  

（４）資産の立地特性 

 ・評価対象施設の約半数が、都市公園内に設置されており、公共として現用途以外での活用のポテンシャルは低い。また、外部転用にあたっては、都市公園法等の制約を受ける。 

 ・また、都市公園以外の施設についても、最終処分場跡地を活用している施設や市街化調整区域に設置されている施設が多く、全体的に公共・外部転用ともにポテンシャルは低い。 

 ・なお、武道館、及びみつわ台第２公園スポーツ施設のうち公園以外の部分（借地除く）については、公共として現用途以外での活用の可能性は低いが、外部転用の場合住宅等として活用できる可能性がある。 

データ評価で 

運営コストに 

課題ありの施設 

※稲毛海浜公園は、①～③で管理運営者が異なる。 

①②、③以外のスポーツ施設：(公募による指定管理者)

②ヨットハーバー：(公財）千葉市スポーツ振興財団 

③プール：（公財）千葉市みどりの協会 

武道館 

幸町公園 

高洲市民プール 

（プール休止中・体育館のみ） 

稲毛海浜公園① 

稲毛海浜公園② 

稲毛海浜公園③ 

千葉ポートアリーナ 

（円） 
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Ⅱ 文化系施設（博物館等） 

評価対象の６施設のうちデータ評価で課題ありとなった３施設について、現用途の需要見通し、利用実績、公共施設再配置、資産の立地特性について分析・検討し、総合評価を行った。 

 

 １ 評価結果 

分析結果に基づき、各施設の総合評価を行った。 

評価結果 施設数 施設名 

見直し - - 

当面継続 ３ 市民ギャラリー・いなげ、郷土博物館、埋蔵文化財調査センター 

継続（計画的保全対象） - - 

 

（１）評価結果：継続利用 方向性：当面継続 

【市民ギャラリー・いなげ】 

・展示室は、常時利用されている。 

・制作室は、稼働に余裕があり、また、機能がコミュニティ系施設と類似している。 

・利用の中心は高齢者であり、当面、需要に変化はないと考えられる。 

・建物は、昭和６３年に大規模改修を行っているが、残耐用年数は７年で課題があるほか、今後耐震診断を行う予定である。 

・類似施設である稲毛公民館は、利用度に課題があるものの、残耐用年数が２０年以上あり、建物性能に大きな課題はない。  

・したがって、本施設は当面継続するが、今後の利用状況に注視し、更新等のタイミングで、稲毛公民館への需要吸収の可能性を検討したうえで、必要な規模について精査すべき。 

 

【郷土博物館】 

・建物性能は課題ありであったが、Ｈ１２・１３年度に大規模改修と同程度の改修を行っていることから、当面の利用に支障はない。 

・入館者数が、設置当初の約１０分の１まで減少している。 

・Ｈ２７・２８年度に、施設所管課が施設のあり方検討を行う予定であることから、当面は利用を継続する。 

・なお、あり方検討にあたっては、ソフト面の検討だけではなく、公共施設見直し方針を踏まえた 、施設規模、立地等のハード面の検討を合わせて行うべき。 

 

 【埋蔵文化財調査センター】 

・本施設は、発掘調査及び出土資料等の整理・研究、収蔵という公用施設としての機能を担っており、業務は、今後も継続する見込み。 

・出土資料は年々増加し、収蔵スペースが不足することが予測される。 

・また、普及・啓発事業の多くは、施設外で行われている。 

・よって、今後、大規模改修等が必要な場合には、立地、規模を含めた事業のあり方を検討し、学校跡施設等の活用や他事業との統合や複合化も含めた施設配置を検討すべき。 

 

２ 分析結果 

（１）データ評価結果  

  データ評価結果は、以下のとおりであった。 

課題あり指標数 課題ありとなった評価指標 施設名 

全指標 建物性能・利用度・運営コスト 郷土博物館 

２指標 建物性能・運営コスト 市民ギャラリー・いなげ 

利用度・運営コスト 埋蔵文化財調査センター 
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（２）現用途の需要見通し  

  ア 市民ギャラリー・いなげ 

・Ｓ63年開館。市民の美術作品の発表及び鑑賞並びに制作のための施設。制作室と展示室が市民利用スペースとして貸し出されているほか、企画展の開催や、ワークショップ、講座などが実施されている。 

・Ｈ２５年度の利用者数は、32,962人（①展示室：19,306人②制作室：13,656人）。Ｈ２１～２５年度では、展示室は横ばい、制作室は増加傾向である。 

・展示室 は、絵画など作品の展示に利用できるギャラリースペースで、6日間単位で貸出している。稼働率は 100％で、空きが無い状態で使われている。 

・制作室は、ワークショップや講座（年 20日程度）が実施されているものの、絵画サークルなどの団体への部屋貸しが中心であり、コミュニティ系施設の機能と類似している。稼働率は 39.5％。 

・第一制作室は、展示スペースとして利用可能であること等から、展示室に空きが無い場合の代替スペースとして活用されていると考えられる。 

・アンケート結果では、60歳以上の利用が約 6割。また稲毛区及び美浜区民の利用が約 4割となっており、施設周辺の高齢者が利用の中心であると考えられる。 

・運営コストは、機能が類似する公民館とほぼ同等である。【面積当たり運営コスト 本施設 41,170円/㎡・公民館 40,245円/㎡】  

 

イ 郷土博物館 

・Ｓ４２年度に観光施設として、千葉氏の居城跡に、城郭型建物として設置。その後、Ｓ５８年度に歴史、民俗系の博物館となった。 

・資料の収集・保存・展示、市史研究や古文書の解読など市民向けの講座を行うほか、市史編さん事業を行っている。 

・Ｈ２５年度の入館者数は、３０，１６９人。平日７０人/日程度、土日１７０人/日程度で、隣接する亥鼻公園でさくら祭りが開催される３・４月は入館者数が増加する。 

・設置当初（Ｓ４２年度）の年間入館者数は約２９万人であったが、Ｈ２５年度は設置時の約１０分の１となった。 

・直営施設である公民館と比較し、人件費が高いが、展示業務の他、資料の収集・調査研究、市史の編さん等を行っているためと考えられる。【人件費 本施設 約６千万円・公民館 約２千万円】 

・観覧料は大人（15歳以上）60円で、使用料収入（約 130万円）は運営コストの１％程度であった。 

※博物館法では、公立博物館は、「博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。」と規定。 

・中長期保全計画では、平成３１年（築５１年）までに、外部建具や空調・受変電設備改修など約１億３千万円の保全改修が必要となる見込みである。 

  

ウ 埋蔵文化財調査センター 

・Ｓ５０年代頃から大型の開発事業の増加に伴う発掘調査が急増し、これに対応するためＳ６０年に設置された。 

・全市域での埋蔵文化財の調査及び出土資料等の整理・研究、収蔵等を行っているほか、併設の展示室で出土資料を展示。また、施設外でも、巡回展や小学校、公民館等での出前講座などの普及事業を行っている。 

・Ｈ２５年度の入館者数は３，１９６人。入館者数は、３～４千人の間で推移しており、大きな変化はない。 

・直営施設である公民館と比較し、人件費が高いが、発掘調査、出土資料の適正な管理・保管など、施設管理にとどまらない業務を行っているためと考えられる。【人件費 本施設 約４千万円・公民館 約２千万円】 

・また、発掘調査及び普及事業の一部を（公財）千葉市教育振興財団に委託しており、実質的な人件費は運営コストの約８割。 

 

（３）公共施設再配置（ 参考資料１ 施設配置図 参照 ） 

 ・市民ギャラリー・いなげは、機能が類似する公民館（稲毛公民館）が近隣に設置されている。 

 ・郷土博物館、埋蔵文化財調査センターでは、類似機能施設がない。 

・また、建物性能に課題がない埋蔵文化財調査センターについては、他公共施設等への転用も考えられるが、周辺施設の状況から、転用の可能性は低い。 

 

（４）資産の立地特性 

 ・いずれの施設も公共として現用途以外での活用の可能性は低い。 

・市民ギャラリー・いなげについては、公共交通アクセス・接道条件ともに良好で、外部転用のポテンシャルは高い。 

・郷土博物館、埋蔵文化財調査センターは、いずれも外部転用のポテンシャルは低い。 

 ※ 郷土博物館 ：用途地域からは、住宅や店舗等での利用が可能だが、市指定史跡（亥鼻城跡）内に設置されているほか、接道条件も悪く、高台に設置されている。 

   埋蔵文化財調査センター ：市街化調整区域であり、また、公共交通が不便な地域である。 

 


