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指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者

(3) 公の施設の所管部署
(4) 指定期間
(5) 評価対象期間
２ 施設の利用状況
(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要

(2) 指定管理者の自己評価

音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂
津山市教育委員会生涯学習部文化課
平成２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日
平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日

５０，０１８人（前年度 ４６，１５１人）
・施設管理業務及び自主文化事業等
（自主文化事業）映画３３件,世界三大ピアノリレーコンサート,手
作り発表会、美作の若き音楽家によるコンサート、市民オペラ
（共催事業）弦楽コンサート、津山音楽コンクール、オペラ＆合唱
コンサート
・年間稼働率９８．４％（前年度９９．０%）

総額
６９，６７９千円（前年度６３，８２０千円）
指定管理料
５３,３３１千円
利用料金収入
１３,２６８千円
自主事業収入
２,８６７千円
その他の収入
２１３千円
総額
７０,９７０千円（前年度６４，７８１千円）
人件費
１９,７０５千円
光熱水費
５,９０５千円
修繕・消耗品費等
６５６千円
委託料（施設管理）
７,６３３千円
事業費
１,３４１千円
共益費・修繕積立金
２７,０９８千円
負担金・公租公課
８,０１４千円
その他
６１８千円

・全体的にスタッフの対応・運営面では良い評価を得ている。
・細やかな打合せ・円滑な催事進行、丁寧な対応等高い評価が得ら
れた。
・催事に対してＰＲ不足ではないかとの声が複数あった。
平成２８年度より、音楽ホールの利用者に対して、本番のみ、利
用スタッフが必要とする時間全てに対応できる駐車サービスを開
始した。今年度は、準備・リハーサル時にもこのサービスを実施し
た。リハーサル室利用者に対しても、駐車サービスを２時間として
いたが、３時間に変更し、さらなるサービスの向上を図った。
結果、利用者からは、駐車サービスの改善でホールを利用し易く
なったと大変好評であり、利用者の満足度を高めることが出来た。
また、自主企画事業では、平成２２年から毎年実施している「世

(3) 市の評価

界三大ピアノリレーコンサート」
（年１回１日のみ）実施していた
ものを、好評につき２日間実施した。
開催以来初の企画として、
「第５回岡山県北音楽コンクール」で
の上位入賞者と「宙（ＳＯＲＡ）への奏で」ダウン症など障害のあ
るピアニスト３名をゲストに招いての演奏も行った。
今後も、新しい企画に取り組み、ホールの利用促進、利用満足度
ＵＰに努める。
Ｈ２９年度は、第１０回津山国際総合音楽祭の開催もあり、利用者
数が昨年度を上回る結果が得られている。反面、稼働率については、
リハーサル室の単独利用が減少しており、前年度を下回る結果となっ
た。
サービス及び自主事業に対しては、利用者から良好な評価を得てお
り、適切な対応がされていると思われる。また、利用者数も増加して
おり、積極的な広報活動の成果が現れていると考えられる。
今後においては、高い施設の利用率を維持する中で、芸術文化に携
わる施設として、新たな創造活動拠点として若年層など幅広い世代へ
の働きかけが望まれる。

指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者

(3) 公の施設の所管部署
(4) 指定期間
(5) 評価対象期間
２ 施設の利用状況
(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要

(2) 指定管理者の自己評価

音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂
津山市教育委員会生涯学習部文化課
平成２９年４月１日 ～ 令和 ４年３月３１日
平成３０年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日

５４，９１７人（前年度 ５０，０１８人）
・施設管理業務及び自主文化事業等
（自主文化事業）映画３４件,世界三大ピアノリレーコンサート,手
作り発表会、美作の若き音楽家によるコンサート、市民オペラ
（共催事業）ピアノコンサート、弦楽コンサート、津山音楽コンク
ール
・年間稼働率９８．７％（前年度９８．４%）

総額
７２，０９３千円（前年度 ６９，６７９千円）
指定管理料
５３，３３１千円
利用料金収入
１５，６３７千円
自主事業収入
２，７８１千円
その他の収入
３４４千円
総額
７４，５００千円（前年度 ７０，９７０千円）
人件費
２１，２７４千円
光熱水費
６，６３７千円
修繕・消耗品費等
８０８千円
委託料（施設管理）
７，６２６千円
事業費
１，３４１千円
共益費・修繕積立金
２７，０９８千円
負担金・公租公課
９，１０５千円
その他
６１１千円

・全体的にスタッフの対応・運営面では良い評価を得ている。
・細やかな打合せ・円滑な催事進行、丁寧な対応等高い評価を受け
た。
・機器や備品等の不具合の指摘があった。
アンケートによって利用者の満足度の把握等に努めている。今後
もアンケートを積極的に行い、改善できる点があれば速やかに改善
に向けて検討する。
貸館業務について、平成３０年度は、津山文化センターの耐震補
強及び大規模改修工事による休館のため、利用機会が増加し、利用
率、利用件数、入場者数ともに前年度実績を上回っており、評価で
きるものと考えている。
自主事業では、ベルフォーレ津山のホール及びリハーサル室等を
利用している個人・団体、また、歌、ダンス、舞踊等に趣味で参加

(3) 市の評価

されている皆様へ向け、演出された舞台での発表機会を設けたこと
で、山陽新聞カルチャープラザ等との共同企画が実現した。これに
よって、新たな形態での利用者が加わり、来場者数も前年を上回っ
た。
今後も、新しい企画に取り組み、ホールの利用の拡大及び利用満
足度の向上に努める。
平成３０年度は、指定管理者の努力、津山文化センターの改修工事
に伴う休館の影響もあり、利用者数は増加している。また、積極的な
自主事業の開催、リハーサル室等の単独貸出による利用率（稼働率）
の向上に努めている。
令和２年４月の、津山文化センターリニューアル後も、利用率維持、
向上ができるよう、引き続き施設の利用促進に繋げる施策を期待する。

指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者

(3) 公の施設の所管部署
(4) 指定期間
(5) 評価対象期間
２ 施設の利用状況
(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要

(2) 指定管理者の自己評価

音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂
津山市産業文化部文化課
平成２９年４月１日 ～ 令和 ４年３月３１日
平成３１年４月１日 ～ 令和 ２年３月３１日

５４,８９７人（前年度 ５４,９１７人）
・施設管理業務及び自主文化事業等
（自主文化事業）映画２０件,手作り発表会、美作の若き音楽家によ
るコンサート、市民オペラ,世界三大ピアノリレーコンサート（新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
（共催事業）弦楽コンサート、津山音楽コンクール（新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止）
、日台友好国際ピアノコンサー
ト（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
・年間稼働率９１．０％（前年度９８．７％）

総額
７５，０４４千円（前年度７２，０９３千円）
指定管理料
５３，８２７千円
利用料金収入
１６，３２６千円
自主事業収入
４，５３４千円
その他の収入
３５７千円
総額
７２，６２３千円（前年度７４，５００千円）
人件費
２１，１４６千円
光熱水費
６，３５４千円
修繕・消耗品費等
５７２千円
委託料（施設管理）
７，８６３千円
事業費
８７４千円
共益費・修繕積立金
２７, ３３３千円
負担金・公租公課
７，９４４千円
その他
５３７千円

・全体的にスタッフの対応・運営面では良い評価を得ている。
・細やかな打合せ・円滑な催事進行、丁寧な対応等高い評価を受け
た。
・機器や備品等の不具合の指摘があった。
・施設利用料の金額に対する問い合わせがあった。
昨年度に引き続き津山文化センターの耐震補強及び大規模改修
工事等の影響により、利用機会が増加したことや、映画事業での集
客力のある作品の上映により、利用料、来場者数ともに前年度を上
回っており、評価できるものと考えている。
自主事業では、昨年度より山陽新聞カルチャープラザとの共同企
画で開催している「手作り発表会」への参加者も増加し、内容も変

(3) 市の評価

化のある催事となり、参加者・来館者の皆様から高い評価を得られ
た。今後も、新しい企画に取り組み、ホールの利用の拡大及び利用
満足度の向上に努める。
平成３１年度の施設利用者数は昨年度を上回る程の増加が見込まれ
たが、新型コロナウィルス感染症拡大防止のために事業を中止とし、
結果的には微減となった。しかし利用料金収入・自主事業収入ともに
前年度を上回っており、きめ細やかな事業運営によるものと考えられ
る。
令和２年４月の津山文化センターリニューアル後も、これまで以上
に利用者のニーズに応える創造活動拠点としての事業展開が望まれ
る。

指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者

(3) 公の施設の所管部署
(4) 指定期間
(5) 評価対象期間
２ 施設の利用状況
(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

津山市立文化展示ホール
所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂
津山市教育委員会生涯学習部文化課
平成２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日
平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日

３８，８４１人（前年度５２，１４１人）
・施設管理業務等
（展示会の内容）
華道展・書道展・美術展・写真展・絵画展等 合計５０件
・年間稼働率６７．５％（前年度７２．５％）

総額
４，７１２千円（前年度４，７７３千円）
指定管理料
２,３６８千円
利用料金収入
２,３４４千円
総額
３，７０５千円（前年度３，４３２千円）
主な支出 光熱水費
５０６千円
消耗品費
２３９千円
施設管理委託料
５１１千円
共益費・修繕積立金
２,３６９千円
公租公課
８０千円

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要 ・管理運営・受付案内については「満足」
「普通」との回答が多か
った。
・備品の劣化、数量の減少について、改善の要望が多い。
・スタッフ対応も大部分が「満足」
「普通」の回答
(2) 指定管理者の自己評価
施設の良好な維持管理に努めているが、スポット等の設備・備
品の劣化もあって利用者の要望に応えられていない事が課題とな
っていたため、今年度はスポットを３０台追加したがまだ足りて
ない現状である。
引き続き、文化課と連携して適正な管理に努め、施設利用者へ
適切な対応を図っていく。
また、平成２８年度より試験的に、非営利団体（入場料無料）
が利用する場合は、利用スタッフが必要とする時間全てに対応で
きる駐車サービスを開始し、利用者からの反応は良好。今年度は、
営利団体の利用者にもサービスを開始した。今後の営利団体の利
用増を期待する。

(3) 市の評価

Ｈ２９年度は、津山市立文化展示ホールを使った自主事業の実
施が見られなかった。利用日数、催し物件数が減少傾向にあるこ
とから、自主事業の開催も含め、利用率向上に向けた積極的な事
業展開とそれに伴う広報が望まれる。

指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称
(2) 指定管理者

(3) 公の施設の所管部署
(4) 指定期間
(5) 評価対象期間
２ 施設の利用状況
(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

津山市立文化展示ホール
所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂
津山市教育委員会生涯学習部文化課
平成２９年４月１日 ～ 令和 ４年３月３１日
平成３０年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日

４０，１０２人（前年度３８，８４１人）
・施設管理業務等
（展示会の内容）
華道展・書道展・美術展・写真展・絵画展等 合計５０件
・年間稼働率６５．８％（前年度６７．５％）

総額
指定管理料
利用料金収入

４，６７６千円（前年度４，７１２千円）
２，３６９千円
２，３０７千円

総額
４，３７５千円（前年度 ３，７０５千円）
主な支出 光熱水費
５９８千円
消耗品費
９６６千円
施設管理委託料
４１８千円
共益費・修繕積立金
２，３６９千円
公租公課
２４千円

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要 ・管理運営・受付案内については「満足」との回答が多かった。
・備品の劣化、数量の減少等、改善の要望も多く寄せられた。
・スタッフ対応も「満足」の回答が多かった。
・スタッフの駐車サービスは好評。
利用者からの要望が多く寄せられていた、スポットの増設等を
実施した。
今後も、アンケートを積極的に実施し、利用者のニーズを把握
し、早急な対応を心掛け、顧客満足のアップに努める。
(2) 指定管理者の自己評価
貸館事業について、施設の老朽化などにより、新しいスタイル
の展示ニーズへの対応が求められていることから、スポットの増
設に努めるなど対策を講じてきたが、利用者が特定の団体に固定
化されているなど、施設利用の硬直化が顕在化してきている。
自主事業では、津山市立文化展示ホールの利用者であった、津
山市在住の画家、故植月正紀氏（国画会会員）と、その弟子の皆
様からの絵画数点の寄贈を受けて、ベルフォーレ津山（ホワイエ）
の一画に展示コーナーを設け、ベルフォーレ津山に訪れる皆様に
鑑賞していただき、津山が生んだ植月氏の芸術に触れる機会とな

る「ホワイエ アートサロン企画展」を実施した。植月氏が長年
に亘り、津山の芸術文化の向上に貢献された功績を訪れる市民の
皆様にご紹介することで、植月氏への謝意とした。

(3) 市の評価

年々稼働率・利用件数が低下しており、昨年に続き、平成３０
年度も文化展示ホールを使用した自主事業をされていない。
自主事業の開催も含め、新規利用者の獲得など利用率向上に向
けた積極的な事業展開を期待する。

指定管理業務評価結果書
１ 施設の名称等
(1) 公の施設の名称

津山市立文化展示ホール

(2) 指定管理者

所在地 津山市新魚町１７番地
名 称 津山街づくり株式会社
代表者 代表取締役 菅田 茂

(3) 公の施設の所管部署

津山市産業文化部文化課

(4) 指定期間

平成２９年４月１日 ～ 令和 ４年３月３１日

(5) 評価対象期間

平成３１年４月１日 ～ 令和 ２年３月３１日

２ 施設の利用状況

(1) 利用者数等
(2) 事業の内容

３５，９２７人（前年度４０，１０２人）
・施設管理業務等

（展示会の内容）
華道展・書道展・美術展・写真展・絵画展等 合計４６件
・年間稼働率６２．６％（前年度６５．８％）
３ 収支の状況
(1) 収入
（指定管理者の収入）

(2) 支出
（指定管理者の支出）

４ 総合評価結果
(1) アンケート調査等の概要

(2) 指定管理者の自己評価

(3) 市の評価

総額
指定管理料
利用料金収入

４，７０３千円（前年度 ４，６７６千円）
２，３８９千円
２，３１４千円

総額
３，６０９千円（前年度 ４，３７５千円）
主な支出 光熱水費
５７７千円
消耗品費
０千円
施設管理委託料
５３３千円
共益費・修繕積立金
２，３８９千円
公租公課
１１０千円

・管理運営・受付案内については「満足」との回答が多かった。
・備品の劣化、数量の減少等、改善の要望も多く寄せられた。
・スタッフ対応も「満足」の回答が多かった。
・スタッフの駐車サービスは好評。
・抽選のあり方について改善の要望があった。
施設の良好な維持管理に努めているが、スポット・パネル等の設
備・備品の劣化もあって利用者の要望に十分応じられていないことが
現状である。
また、利用者の高齢化が進み稼働率、利用件数とも減少しており、
今後は、ホームページや SNS を活用し、積極的に広報活動に努め新規
利用者の獲得を目指す。

前年度に続き、稼働率・利用件数ともに減少が見られ、自主事業
も実施されていない。全体の収支としては黒字となってるが、積極的な広
報と新規利用者の掘り起こしを行い、稼働率等の向上に繋がることを
期待する。

