
 

 

明石市立市民会館等の管理運営状況(平成２８年度)について  
 
平成１８年４月から指定管理者制度を導入した市民会館、西部市民会館、中崎公会堂、市民ホ

ールの４施設について、平成２８年度における指定管理者による管理運営状況を報告します。 

１ 指定管理者 

（1）指定管理者 共立・NTT ファシリティーズ共同事業体 

（2）指定期間 平成２７年４月 1日～平成３２年３月３１日 

（3）指定管理料 
協定締結額  １７２，０５０千円 

（参考：平成２７年度 協定締結額 １７１，０５０千円）  

（4）管理体制 

・正社員４人 

・正社員以外３７人 

(臨時職員１２人、ﾊﾟｰﾄ社員１人、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ８人、委託職員１６人） 

・合計４１人 

 

２ 評価項目 

（１）顧客満足度について 

① アンケート

調査等の実施

状況  

＜来館者アンケート＞ 

・自主事業（抜粋） 

公演内容 回答数 
とても 

よかった 
よかった 普通 

あまりよく 

なかった 
よくなか

った 
未記入 

0歳児からの親子で

楽しむリトミック・コ

ンサート 
１１８ 47.5% 25.4% 3.4% 0.0% 0.0% 23.7% 

第九回 西部寄席 ２８０ 43.9% 32.5% 1.4% 0.4% 0.0% 21.8% 

Ｆｅｓｔａ ｄｅ 吹奏

楽！ 
１０８ 70.4% 13.0% 1.8% 0.0% 0.0% 14.8% 

こども落語ﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ｢あかし落語塾｣ 

発表会 東の部 
５５ 65.5% 21.8% 1.8% 1.8% 0.0% 9.1% 

ﾃﾚﾏﾝｺﾝｻｰﾄ 

ｉｎ 中崎公会堂 
８６ 57.0% 26.7% 1.2% 0.0% 0.0% 15.1% 

第３４回 

明石第九演奏会 
３６２ 56.9% 23.5% 1.7% 0.0% 0.8% 17.1% 

 

 

市民生活局文化・スポーツ室文化振興課 



① アンケート調

査等の実施状況  

＜貸館利用者アンケート＞ 

・職員の対応 

施設 回答数 
とても 

満足 
満足 普通 

やや 

不満 
不満 未記入 

市民会館 

ホール 
８８ 46.6% 48.9% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 

市民会館 

会議室 
１６８ 40.5% 51.2% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

西部市民会館

ホール 
１２８ 68.7% 25% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

西部市民会館

練習室 
８４ 38.1% 38.1% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0% 

中崎公会堂 ２５６ 74.2% 21.5% 2.8% 0.0% 0.0% 1.5% 

市民ホール １１８ 59.3% 33.0% 6.8% 0.0% 0.0% 0.9% 
 

② 利用者から

の主な苦情とそ

の対応等 

・ 貸館利用開始時間を早めてほしいという要望に対しては、事前打ち合わせの

段階で設営や運営のアドバイスを行うことにより利用開始時間を早めることの

ないようにしているが、やむを得ず早める場合には有料の繰り上げ利用を提案

している。また、必要に応じて有料の繰り上げ利用の提案を行っている。 

・ 利用時間が短かったため、その分使用料の払い戻しができないかとの意見が

あったが、規則により払い戻しはできないため事前説明をきちんと行い理解し

ていただくように努めている。 

・冷房機器の稼働を依頼したがすぐに稼働しなかったとの意見があったため、 

冷暖房の稼働については事前に使用を確認し迅速に対応するよう努めてい

る。 

所管課コメント 

 

 

 

・各施設とも老朽化が進んでおり、指定管理者は必要に応じ適宜修繕等を実施

することにより、適正な施設管理運営がなされている。 

・ トラブルが発生した際には、責任者が的確に対応を行うことで、大きな苦情に

発展させることなく収束させている。 

 

（２）事業達成度について 

① 事業・業務 

の実施状況 

＜運営業務＞ 

施設名 開館日 開館時間 

市民会館 ３１５日 ４，１２２時間 

西部市民会館 ３１３日  ４，０８７時間 

中崎公会堂 ３１３日 ３，７５６時間 

市民ホール ３３７日  ３，８３７時間 



① 事業・業務 

の実施状況 

休館日を利用者ニーズにあわせて開館 

（市民会館（月曜日）５件、市民ホール（木曜日）４件 実施） 

舞台の仕込みや撤去のため、開館時間（９：００～２２：００）の延長 

（繰上及び延長開館 市民会館５８件、西部市民会館１８件 実施） 

使用日１ヶ月を切り、１０日までの申込による料金割引 

 （市民会館 ５件、西部市民会館 ９件） 

西部市民会館楽屋のみ使用申込 （２５件） 

 

 

＜維持管理業務＞ 

通常保守点検・定期点検以外の修繕業務 ６７件 

（市民会館 ３７件、西部市民会館 ２３件、中崎公会堂 ６件、他 １件） 

主な修繕：市民会館  大ホール舞台照明装置コンセント修理 

       市民会館  エレベーターホール煙感知器取替 

市民会館  会議室側自動ドア修理 

市民会館  防災監視盤予備電源・煙感知器取替 

市民会館  非常用自家発電機修理 

市民会館  非常用発電機始動用蓄電池取替 

西部市民会館  駐車場入り口ゲート装置修理 

西部市民会館  中央監視盤修理 

西部市民会館  スロープ天井一部補修 

西部市民会館  楽屋外壁漏水対応工事 

中崎公会堂  外壁漆喰補修 

中崎公会堂  大広間ガラス修理 

市民ホール  ホール空調機修理 

 

＜自主事業＞ 

主催事業公演３４公演４７ステージ、共催事業公演２７公演４１ステージを開

催。合計６１公演８８ステージを実施し、４３，６３５名が入場した。 

（Ｈ２７実績 ６６公演８８ステージ、４８，４７３名） 

 

おもな公演 

（主催事業） 

５月 ８日（日） Festa de 吹奏楽！２０１６  （市民大ホール ６５４名） 

５月２１日（土） 第九回 西部寄席  （西部ホール ４８２名） 

５月２８日（土） 市民企画事業①オカリナ＆ギターと歌の集い 

 （西部ホール ４７０名） 

６月５日（日） ０歳児からの親子で楽しむリトミック・コンサート 

           （市民大ホール ６４５名） 

６月２５日（土） ピアノを弾こう！ （西部ホール  ８１名） 



① 事業・業務 

の実施状況 

 

８月６日（土） 片岡愛之助トークショー （市民大ホール  ７８９名） 

８月１３日（土） 納涼 上方落語競演会 （市民中ホール  ３１９名） 

８月２８日（日）９月１０日（土） 

第６回こども落語ワークショップ「あかし落語塾」「発表会」 

 （中崎 西部練習室 ２１６名） 

１０月１５日（土） 劇団四季ファミリーミュージカル「ガンバの大冒険」  

（市民大ホール  １，２３５名） 

１０月２９日（土） テレマコンサート in 中崎公会堂 （中崎 １４６名） 

１１月２日（水）１６日（水）１８日（金）２２日（火）高校生芸術鑑賞教室  

（市民大ホール  ６，３００名） 

１１月１２日（土） 市民企画事業①オカリナ＆ギターと歌の集い  

（西部ホール ４７７名） 

１１月１９日（土）アレクサンデル・ガジェヴ ピアノ・リサイタル 

 （西部ホール ２４５名） 

１１月１３日（日） 市民企画事業②あかし DE ミュージカル 

            （市民ホール １８０名） 

１２月１０日（土） 第３４回第九演奏会 （市民大ホール １，０９９名） 

１月７日（土） 新春明石寄席  （市民中ホール ４５３名） 

６月２日（木）～１月１２日（木） 明石第九合唱団育成事業  

（市民ホール ２３９名） 

１月３１日（火） 平成２８年度こころの劇場 

劇団四季ミュージカル「王子とこじき」 

（市民大ホール ２，４４６名） 

９月２３日（金）～２月２６日（日）毎月１回開催 

市民企画事業③ 

ひとつぶのたね クラシックコンサート 

（市民ホール ５２７名） 

 

※ その他 

映画 １公演                       （大ホール ５４０名参加） 

アウトリーチ事業 ２公演       （八木自治会集会所他 １１０名参加） 

プリマステラ・アカシ 西部市民会館ロビーコンサート １２公演 

                           （西部ロビー １，８９９名参加） 

（共催事業） 

４月８日 立川談春独演会２０１６         （中ホール ４５０名参加） 

７月、１７日、１８日 しまじろうコンサート 

                            （大ホール ５，７３０名参加） 

１１月３日、２７日 えんげき祭 inあかし  （中ホール他 ５３１名参加） 

※ その他 音楽等２４公演 （１７，３７２名参加） 



① 事業・業務 

の実施状況 

 

・ 「プリマステラ・アカシ 西部市民会館ロビーコンサート」は西部市民会館の

ロビーで毎月開催され、様々なジャンルの公演が入場無料で実施された。 

・ 「第３４回 明石第九演奏会」の練習は、市民ホールの休館日を利用して実

施された。 

 

 

＜その他業務＞ 

・ 広報誌「しおさい」の発行（月刊・各８，０００～９，０００部発行） 

・ 友の会の運営（会員数３０２名、法人会員５団体） 

・ 第九合唱団の育成 団員数 ２３９名 

（練習回数２７回〔市民ホール〕・リハーサル回数１回〔市民会館〕） 

・ 西部市民会館のスロープギャラリーにおける作品展示利用 

（利用団体：１３団体） 

・ アワーズネットホームページ（明石市立市民会館等公式ホームページ）から

のチケット販売を実施（主催事業３４公演） 

 

 

＜利用状況＞ 

 入場者数 稼働率 利用件数 

市民会館 

大ホール 

１３９，０２３人 

（H27 152,614人） 

４６．４％ 

（H27 52.1％） 

１８７件 

（201件） 

市民会館 

中ホール 

４４，７９０人 

（H27 40,698人） 

４０．２％ 

（H27 36.6％） 

１７８件 

（170件） 

市民会館 

会議室 

３２，４９３人 

（H27 34,296人）    

５７．３％ 

（H27 58.7％） 

１，６７９件 

（1,705件） 

西部市民会館 

ホール 

４０，９３０人 

（H27 38,570人） 

３２．８％ 

（H27 27.1％） 

 １３９件 

（122件） 

西部市民会館 

練習室 

２５，５２５人 

（H27 22,090人） 

６１．６％ 

（H27 56.2％） 

４４３件 

（405件） 

中崎公会堂 

大広間 

１９，５８３人 

（H27 21,080人） 

７４．３％ 

（H27 82.4％） 

６６０件 

（742件） 

中崎公会堂 

和室 

４，２１２人 

（H27 4,426人） 

５３．５％ 

（H27 57.0％） 

３９１件 

（406件） 

市民ホール 
３４，０２４人 

（H27 34,983人） 

５９．８％ 

（H27 59.5％） 

４７２件 

（481件） 

計 
３４０，５８０人 

（H27 348,757人） 

平均 ５４．７％ 

（H27 55.6％） 

４，１４９件 

（4,232件） 

 

 



 

（３）事業収支について 

① 支出状況 

 

 

＜収支状況＞ 

収入総額 ２９３，９３３千円 
指定管理料 172,008 千円、使用料  
74,831 千円、自主事業 25,471 千円、そ
の他 21,623千円 

支出総額 ２９７，４０２千円 
人件費97,376千円、事務費30,874千円 
管理費 133,441 千円、事業費 34,834千
円、その他 877千円 

収  支 －３，４６９千円  

 

 

②使用料等の収

入状況 
使用料・自主事業収入 １００，３０２千円（Ｈ２７ １００，３５８千円） 

所管課コメント 

 

・ 前年度に引き続き利用者ニーズに合わせた開館時間等の柔軟な運用を図

っている。 

・ 自主事業では、「明石市の吹奏楽を全国レベルに」という目標の下、吹奏楽

クリニックと演奏会を組み合わせた「Festa de 吹奏楽！」や共催の形で「明

石市吹奏楽連盟冬季研究発表会」を開催するなど、意欲的な取り組みは

評価できる。 

・ アウトリーチの派遣希望を募り、小学校や介護保険施設等で演劇や落語、

音楽の公演を開催し、文化芸術に触れる機会を創出したことは評価でき

る。 

・ 「プリマステラ・アカシ 西部市民会館ロビーコンサート」では出演者を公募

し、市民参加・地域密着を目指す上での成果を上げた。 

・市民企画委員会についても引き続き取り組んでおり、自らの手でイベント運

営を行うなど、文化の担い手の人材育成に努めている。 

・ ４施設の利用状況は、稼働率（５４．７％）、利用件数（４，１４９件）、入場者

数（３４０，５８０人）はそれぞれ前年度を下回っているが、市民会館中ホール、

西部市民会館は大きく利用を伸ばしている。特に西部市民会館では、地域密

着型事業として、ロビーコンサートや乳幼児連れの親子が参加できるコンサ

ートなどを開催し、館の認知度の向上やリピーターの確保ができた。他の施

設についても、利用促進に向けた様々な対策を実施していく必要がある。 

 



所管課コメント 

・ 会計処理については概ね適正に行われている。 

・ 協定締結額（１７２，０５０千円）は精算の結果、１７２，００８千円で決算し

た。 

・ 自主事業の内、主催事業のいくつかで集客が伸びず、赤字が生じた。その

影響で全体の収支も赤字となっており、収支の適正化のために、多額の予

算が必要となる事業については共催事業として行うなどのリスク管理を行

い、育成型事業等については今までのクオリティを維持・向上させるよう主

催事業のあり方を見直す必要がある。 

 

 

３ その他評価の参考となる特記事項 

・ 全職員を対象に、指定管理業務一般・接遇およびマイノリティサービスに関する研修を実施し

た。 

・ 安全の取り組みでは、「安全管理マニュアル」、「危機管理マニュアル」、「緊急時対応・防犯・防

災対応マニュアル」に基づき危機管理体制を構築している。 

・ 施設ごとに消防訓練（市民会館：６月２０日、３月２１日、西部市民会館：１０月１８日、３月２１

日、中崎公会堂：６月１３日、１２月１９日）、及び施設安全点検（４月８日、７月１４日、１２月１４

日）を実施した。 

・ 明石市シェイクアウト訓練に、職員及び練習室利用者が参加（明石市民会館、西部市民会館：

１月１７日） 

 

 

 

４ 所管課総合評価 

・顧客満足度については、利用者アンケートで概ね良好な結果が得られている。 

・事業達成度をみると、貸館業務については、稼働率、利用件数、利用者数ともに前年度を下回

っているため、稼働率の低い施設については対策が必要である。自主事業についても公演数、

入場者数ともに前年度に比べ減少している。しかし、長期的な目標に基づいた事業展開や、ア

ウトリーチ、人材育成といった事業の推進については評価できる。 

・施設維持管理、安全管理面については適正に行われている。 

・事業収支については、一部主催事業の不振から赤字が生じており、多額の予算が必要となる

事業については共催事業として行うなどの改善策を講じ、リスク管理を行うことが必要である。 

・その他、職員研修、個人情報保護や繰り上げ開館、臨時開館等の利用者ニーズへの対応な

ど、適正に実施されている。 

 

以上のことから、平成２８年度において、指定管理者による適正な管理運営がなされていると

判断する。 

 


