木更津市情報公開・個人情報保護審査会答申第１号
平成２３年１１月３０日
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越

勇

雄

様

木更津市情報公開・個人情報保護審査会
会 長

清 水

幸 雄

木更津市情報公開条例に基づく開示決定に対する不服申し立てに係る諮問事件について
（答申）
諮問第１号（平成２３年１０月６日付け木総行第３４８号）の諮問事項について、別紙のとおり答申し
ます。
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答
１

申

審査会の結論
実施機関の決定は、相当である。

２

異議申立ての経過
（１）平成２３年７月４日、木更津市情報公開条例（以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、
木更津市長（以下「実施機関」という。）に対し、「平成２０年９月１０日付で株式会社ケイミッ
クスから提出があった木更津市民会館に係る指定管理者指定申請書のうち事業計画書及び収支計画
書」（以下「申請書類」という。）、「平成２２年５月３１日付で、株式会社ケイミックスから提
出のあった木更津市民会館の管理業務実施に係る事業報告書等について（提出）のうち平成２１年
度木更津市民会館事業報告書及び決算報告書」（以下「２１年度事業報告書等」という。）及び「
平成２３年５月３０日付で、株式会社ケイミックスから提出のあった木更津市民会館の管理業務実
施に係る事業報告書等について（提出）のうち平成２２年度木更津市民会館事業報告書及び決算報
告書」（以下「２２年度事業報告書等」という。）の情報開示請求（以下「本件請求」という。）
が行われた。
なお、申請書類、２１年度事業報告書等及び２２年度事業報告書等を合わせて、以下「本件請求
対象情報」という。
（２）同年７月６日、実施機関は、本件請求対象情報に第三者である異議申立人に関する情報が記録さ
れていることから、条例第１４条第１項の規定により、異議申立人に対し意見照会を行った。
（３）同年７月１５日、実施機関は、条例第１２条第２項の規定により、本件請求に対する開示決定期
間を同年７月２５日まで延長する決定を行い、同日開示請求者及び異議申立人に通知した。
（４）同年７月２０日、異議申立人は、実施機関に対し意見書の提出期限の延長を依頼した。
（５）同年７月２５日、実施機関は、条例第１２条第２項の規定により、本件請求に対する開示決定期
間を同年８月８日まで、再度延長する決定を行い、同日開示請求者及び異議申立人に通知した。
（６）同年７月２８日、異議申立人は、実施機関に対し情報の開示に係る意見書を提出した。
＜平成２３年７月２８日付けで提出のあった、情報の開示に係る意見書の記載内容＞
所在地

東京都中央区京橋２－５－７
日土地京橋ビル

名称

トールツリーグループ

代表構成団体 株式会社ケイミックス
代表者 橋本

有康

情報の開示に係る意見書
平成２３年７月６日付けで照会のあったこのことについて、下記のとおり回答します。
記
２ 開示されると支障を生じる。
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（１）開示により支障を生じる部分及び支障を生じる理由
●

平成２０年９月１０日付けで提出の事業計画書及び収支計画書
○

４ページ
『３ 職員配置計画』

理由：その他職員の実人数を開示することにより、市民会館運営体制全体が明らかにな
り、当グループのノウハウの流出となり競争上の地位を害するため。
また、「事業担当（広報・企画・営業）」の配置は当グループのオリジナル提案で
あり、ノウハウの流出となり競争上の地位を害するため。
○

5 ページ

『４ 人材の確保・育成について （１）人材の確保 （イ）人材の確保』
理由：当グループの運営ノウハウの流出であり、競争上の地位を害するため。
○ 5 ページ～6 ページ
『４ 人材の確保・育成について （２）教育・研修体制
（ア）人権研修
（キ）文化創造のためのアートマネージメント研修』
理由：（ア）、（キ）については当グループのオリジナル提案であり、その開示はノウ
ハウの流出であり、競争上の地位を害するため。
○ ８ページ
『５ 自主事業に対する基本方針 （２）鑑賞事業について
（ウ）鑑賞事業の収支に関する考え方』
理由：当グループの運営ノウハウであり、その開示はノウハウの流出であり、競争上の
地位を害するため。
○ ９ページ
『５ 自主事業に対する基本方針 （４）育成事業（ワークショップ）について
（イ）事業の詳細について』
理由：当グループの運営ノウハウであり、その開示はノウハウの流出であり、競争上の
地位を害するため。
○ ９ページ
『５ 自主事業に対する基本方針 （３）育成事業（ワークショップ）について
（ウ）収支に関する考え方』
理由：当グループの運営ノウハウであり、その開示はノウハウの流出であり、
競争上の地位を害するため。
○ ９ページ
『５ 自主事業に対する基本方針 （４）地域振興事業について』
理由：当グループの運営ノウハウであり、その開示はノウハウの流出であり、競争上の
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地位を害するため。
○ 16 ページ
『７ 利用率の向上について （２）具体的な利用促進策
（ア）利用促進のミッション化
（イ）営業担当の配置』
理由：当グループの運営ノウハウであり、その開示はノウハウの流出であるため。特に
（イ）についてはオリジナルの提案でもあり、競争上の地位を害するため。
○ 17 ページ
『７ 利用率の向上について （３）広報について
（ア）基本的な考え方 ②ターゲットをセグメント化』
理由：②は当グループのオリジナル提案であり、その開示はノウハウの流出となり、競
争上の地位を害するため。
○ 18 ページ
『７ 利用率の向上について （３）広報について
（イ）具体的な方策 ②ホームページの運用』
理由：具体的な運用手法についての開示は、当グループの運営ノウハウの流出であり、
競争上の地位を害するため。また、提案書に掲載の図、写真についてはグラフィック
デザイナーの手が入っており、当該デザイナーと弊社との契約において“成果物は当
該公募への応募以外には使用しない”となっていることから意匠を含む事業計画書の
現物そのものをコピーする事となると弊社は当該デザイナーとの関係で債務不履行と
なるため。
○ 18 ページ～19 ページ
『７ 利用率の向上について （３）広報について
（イ）具体的な方策 ③ポスターボランティアの活用
⑤貸館施設情報サイトへの登録』
理由：③、⑤については当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウ
ハウの流出となり、競争上の地位を害するため。
○ 20 ページ～21 ページ
『８ サービスの質の確保について （２）サービスの向上策
ア）接遇の向上によるサービスの向上策
②スタッフの“サービス力”の向上』
理由：20 ページの表「主なサービス向上策」については、ノウハウの集約であり、開
示することはノウハウの流出であり、競争上の地位を害するため。
具体的手法については、当グループの運営ノウハウであり、その開示についてはノ
ウハウ流出であり、競争上の地位を害するため。
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また写真についてはグラフィックデザイナーの手が入っており、当該デザイナーと
弊社との契約において“成果物は当該公募への応募以外には使用しない”となってい
ることから意匠を含む事業計画書の現物そのものをコピーする事となると弊社は当該
デザイナーとの関係で債務不履行となるため。
○ 21 ページ
『８ サービスの質の確保について （２）サービスの向上策
イ）施設利用環境の改善によるサービス向上策
①チケット販売ルートの拡大
④サービス介助士の配置
⑤施設の特徴づけ』
理由：①、④、⑤共に当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハ
ウの流出となり競争上の地位を害するため。
○ 22 ページ
『９ サービスの質の確保について （２）サービスの向上策
ウ）施設の利用者への支援策によるサービス向上策
①使いやすい料金設定の模索
③地域情報の発信
④施設見学会の実施』
理由：①、③、④共に当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハ
ウの流出となり競争上の地位を害するため。
○ 22 ページ～23 ページ
『８ サービスの質の確保について （２）サービスの向上策
エ）文化活動に関する相談及び支援サービスの拡充策
①主催者支援サービスの開始
②生涯学習や文化振興に関わる情報収集
③文化活動の情報発信の場の提供
④文化活動の発表の場の提供
⑤文化活動の情報交換の場の提供
⑥楽器試奏サービスの実施』
理由：各項目共に当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの
流出となり競争上の地位を害するため。
○ 23 ページ～24 ページ
『８ サービスの質の確保について （３）サービスの質を確保するための体制
ア）利用者の声を真摯に受け止め、記録し、共有します（携帯メモ）
イ）現場定例会議での意見交換
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ウ）ＰＤＣＡサイクルの運用
エ）イレギュラー事例の館長への報告体制の確立
（オープンマインド思想）
キ）館長会議開催による情報共有
理由：ア）、イ）、キ）はオリジナルの提案、ウ）、エ）については当グループの運営
ノウハウであり、その開示についてはノウハウの流出となり、競争上の地位を害する
ため。
また、24 ページの図についてはグラフィックデザイナーの手が入っており、当該デ
ザイナーと弊社との契約において“成果物は当該公募への応募以外には使用しない”
となっていることから意匠を含む事業計画書の現物そのものをコピーする事となると
弊社は当該デザイナーとの関係で債務不履行となるため。
○ 25 ページ
『８ サービスの質の確保について （４）モニタリング
ウ）本社スタッフによる監査』
理由：各項目共に当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの
流出となり、競争上の地位を害するため。
○ 26 ページ
『９ 社会的弱者への配慮について （２）弱者への配慮の取組み
イ）障がい者・高齢者割引制度の設定
エ）ハード、ソフト両面のバリアフリー化
表：障がい者や高齢者への配慮と平等利用の確保策 』
理由：イ）については具体的手法を開示することは、ノウハウの流出であり、競争上の
地位を害するため。
エ）については当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウ
の流出となり競争上の地位を害するため。
また、26 ページの写真についてはグラフィックデザイナーの手が入っており、当該
デザイナーと弊社との契約において“成果物は当該公募への応募以外には使用しない
”となっていることから意匠を含む事業計画書の現物そのものをコピーする事となる
と弊社は当該デザイナーとの関係で債務不履行となるため。
27 ページの表「障がい者や高齢者への配慮と平等利用の確保策」については、既述
ノウハウの集約であり、開示することは、ノウハウ流出となり競争上の地位を害する
ため。
○ 30 ページ～31 ページ
『１１ 危機管理体制について （３）緊急事態発生時の対応 図表』
理由：図についてはグラフィックデザイナーの手が入っており、当該デザイナーと弊社
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との契約において“成果物は当該公募への応募以外には使用しない”となっているこ
とから意匠を含む事業計画書の現物そのものをコピーする事となると弊社は当該デザ
イナーとの関係で債務不履行となるため。
○ 31 ページ
『１１ 危機管理体制について （５）損害賠償等のリスク対応』
理由：当グループの運営ノウハウであり、それが開示されることにより競争上の地位を
害するため。
○ 33 ページ
『１２ 個人情報保護に関する措置について （４）その他
ア）個人情報漏洩対応保険について』
理由：当グループの手法であり、その流出により競争上の地位を害するため。また 33
ページの図についてはグラフィックデザイナーの手が入っており、当該デザイナーと
弊社との契約において“成果物は当該公募への応募以外には使用しない”となってい
ることから意匠を含む事業計画書の現物そのものをコピーする事となると弊社は当該
デザイナーとの関係で債務不履行となるため。
○34 ページ～35 ページ
『１３ 情報公開に関する措置について （１）情報公開に関する考え方
イ）適正な情報公開のための具体的な方策
ウ）現在の状況』
理由：当グループの運営ノウハウの流出となり、競争上の地位を害するため。
○ 35 ページ
『１４ 利用者からの要望等への対応について （２）利用者ニーズの把握方法』
理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示はノウハウの流出となり、競争上
の地位を害するため。
また 35 ページの表「主な利用者ニーズの把握方法」については、当グループのノウ
ハウ集約であり、開示することは、ノウハウそのものの流出となり競争上の地位を害
するため。
○ 36 ページ～37 ページ
『１４ 利用者からの要望等への対応について （２）利用者ニーズの把握方法
ア）アンケートの実施
イ）“ご意見箱”の設置
ウ）“利用者意見交換会”の実施
エ）当グループが持つネットワークを通じて
オ）スタッフ全てがニーズに敏感に
カ）利用者以外のニーズ調査
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理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの流出となり、
競争上の地位を害するため。
また、37 ページ「調査票」の写しについては調査票そのものであり、当グループの
採用している手法そのものの流出となり、競争上の地位を害するため。
○37 ページ
『１４ 利用者からの要望等への対応について （３）得られたニーズの実現策
ア）ヘルプデスク委員会』
理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの流出となり、
競争上の地位を害するため。
○37 ページ
『１４ 利用者からの要望等への対応について（４）利用者ニーズの公開、還元方法』
理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの流出となり、
競争上の地位を害するため。
○ 41 ページ～43 ページ
『指定期間における収支計画書（平成 21 年度から平成 23 年度）』
理由：収支の項目別内訳については、項目別積算そのものが当グループの運営ノウハウ
であり、その開示はノウハウそのものの流出となり、競争上の地位を害するため。
○ 44 ページ～45 ページ
『１７ 経費削減の具体策について （２）運営費の縮減
ア）利用状況に応じた効率的な人員配置
イ）マルチプレイヤー育成による予備人員縮減
ウ）専門スタッフの共有化
エ）文化自主事業経費の縮減策
オ）ライフサイクルコストの低減』
理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示についてはノウハウの流出となり、
競争上の地位を害するため。
●平成 21 年度木更津市民会館事業報告書及び決算報告書
○ 2 ページ
『Ⅰ 管理運営業務について １．（２）施設設備等修繕の実施』
理由：修繕費の実施額については、予算配分も含め当グループノウハウであり、その開
示はノウハウの流出となり、競争上の地位を害するため。
○ 3 ページ
『Ⅰ 管理運営業務について ２．（２）クレームの発生について』
理由：クレームの詳細について開示することにより、当該事業運営上の不利益を被り、
競争上の地位を害するため。
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○ 4 ページ
『Ⅱ 利用状況について ３.利用料金収入について』
理由：利用料金収入予算の内訳については、その積算手法が当グループの運営ノウハウ
であり、その開示はノウハウの流出となり、競争上の地位を害するため。
○ ５ページ
『Ⅲ 管理業務に係る収支状況について １．収入の部
２．支出の部
３．収支差 』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出とな
り、競争上の地位を害するため。
○ ７ページ
『Ⅴ 自己評価 １．管理業務について』
理由：予算に於ける修繕費の配分、実施については、当グループのノウハウであり、そ
の開示はノウハウの流出となり、競争上の地位を害するため。また、クレームの詳細
について開示することにより、当該事業運営上の不利益を被り、競争上の地位を害す
るため。
○ 8 ページ
『Ⅴ 自己評価 ３．管理業務に関わる収支状況について』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であ
り、競争上の地位を害するため。
○ 8 ページ
『Ⅴ 自己評価 ４．自主事業に係る収支状況について』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であ
り、競争上の地位を害するため。
○ 9 ページ
『Ⅵ 第三者による満足度調査』
理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示については手法・ノウハウの流出
となり、競争上の地位を害するため。
○ 39 ページ
『損益計算書』
理由：項目別内訳の金額については、当グループ運営管理面での努力を示しているもの
であり、安易に金額だけで判断されては当グループの正当な利益を害するため。
●平成 22 年度木更津市民会館事業報告書及び決算報告書
○ １ページ
『概要』
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理由：予算に於ける修繕費の配分、実施については、当グループノウハウの流出となり
競争上の地位を害するため。
○ 2 ページ
『Ⅰ 管理運営業務について １．（２）施設設備等修繕の実施』
理由：予算に於ける修繕費の配分、実施総額については、当グループノウハウの流出と
なり競争上の地位を害するため。
○ 3 ページ
『Ⅰ 管理運営業務について ２．（２）クレームの発生について』
理由：クレームの詳細について開示することにより、当該事業運営上の不利益を被り、
競争上の地位を害するため。
○ 4 ページ
『Ⅱ 利用状況について ３.利用料金収入について』
理由：利用料金収入予算の内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であり、
競争上の地位を害するため。
○ ５ページ
『Ⅲ 管理業務に係る収支状況について １．収入の部
２．支出の部
３．収支差 』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であ
り、競争上の地位を害するため。
○ ７ページ
『Ⅴ 自己評価 １．管理業務について』
理由：予算に於ける修繕費の配分、実施総額については、当グループノウハウの流出と
なり競争上の地位を害するため。また、クレームの詳細について開示することにより、
当該事業運営上の不利益を被り、競争上の地位を害するため。
○ 8 ページ
『Ⅴ 自己評価 ３．管理業務に関わる収支状況について』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であ
り、競争上の地位を害するため。
○ 8 ページ
『Ⅴ 自己評価 ４．自主事業に係る収支状況について』
理由：収支予算・決算の項目別内訳については、当グループの運営ノウハウの流出であ
り、競争上の地位を害するため。
○ 9 ページ
『Ⅵ 第三者による満足度調査』
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理由：当グループのオリジナル提案であり、その開示については手法・ノウハウの流出
となり、競争上の地位を害するため。
○ 55 ページ
『損益計算書』
理由：項目別内訳の金額については、当グループ運営管理面での努力を示しているもの
であり、安易に金額だけで判断されては当グループの正当な利益を害するため。

（７）同年８月５日、実施機関は、本件請求に係る情報の全部開示決定を行い、同日、第三者である異
議申立人に対して次のとおり通知した。
＜開示決定の理由＞
当該第三者（トールツリーグループ）に関する情報が記録された上記文書について、公にする
ことにより当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損な
うと認められる情報がないため。
＜開示を実施する日＞
平成２３年８月２３日（火）
（８）同年８月２２日、異議申立人は、実施機関に８月５日付の全部開示決定処分を不服として、行政
不服審査法第６条の規定により、次のとおり異議申立て（以下「本件異議申立」という。）を行っ
た。
＜異議申立に係わる処分＞（平成２３年９月１日の補正後の記載）
木更津市が平成２３年８月５日付け木総行第３４８号で異議申立人に対し通知した情報の開
示にかかる結果通知書に記載されている開示請求者に対する開示決定処分
＜異議申立ての趣旨＞
異議申立てに係る処分を取り消し、平成２３年７月２８日付で提出の「情報開示に係る意見
書」のとおり、部分開示とする決定を求める。
（９）同年８月２３日、実施機関は、本件請求対象情報のうち異議申立人が異議を申し立てた情報につ
いて、職権で全部開示決定の一部執行停止処分を行い、同日当該一部執行停止処分を行った情報以
外の情報を開示請求者に対し開示をした。
（１０）同年９月１日、異議申立人は、実施機関に対し、平成２３年７月２８日付けの意見書の異議申
立人の住所を「東京都中央区京橋二丁目５番７号」を「東京都港区虎ノ門二丁目２番５号」にする
訂正書を提出した。

３

異議申立ての内容
（１）異議申立ての趣旨
本件異議申立の趣旨は、条例に基づき、開示請求者が平成２３年７月４日付けで行った本件請求
対象情報の開示請求に対し、実施機関が平成２３年８月５日付けで行った全部開示決定について、
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当該情報のうち異議申立人が情報開示係る意見書において異議を申し立てた情報を不開示とする、
部分開示決定を求めるというものである。
（２）異議申立ての理由
① 平成２３年８月２２日付け異議申立書の記載内容
異議申立人

木更津市民会館指定管理者
トールツリーグループ

代表構成団体 株式会社ケイミックス
代表取締者 橋本

有康

（２）異議申立の理由
平成２０年９月１０日付で提出をした木更津市民会館に係る指定管理者指定申請書の
事業計画書及び収支計画書は、弊社が多くの指定管理者の公募に参加してきた経験を通じ、
大きな物的、人的コストをかけ内容に改善を加え競争力を高めてきた“弊社のノウハウの
結晶”であり“弊社のオリジナル商品”であります。
従ってその全面開示は、これまでの企業努力及び開発にかけた労力を全て水泡に帰さ
せるものであり、本来弊社が得られる指定管理者公募への応募時の“競争上の優位性”を
損なわれ、弊社の正当な享受すべき利益を害することは明らかであります。
特に指定管理者公募への応募時の“競争上の優位性”については、貴市においての指
定管理者公募での競争だけに留まらず、今後の他自治体での指定管理者公募への提案にも、
大きな影響を及ぼすことは明白であります。
また、平成２２年５月３１日付で提出をした平成２１年度事業報告書及び決算書、平
成２３年５月３０日付で提出をした平成２２年度事業報告書及び決算書について、これら
を全面開示することは、既述の平成２０年９月１０日付で提出をした木更津市民会館に係
る指定管理者指定申請書の事業計画書及び収支計画書の非開示を希望する部分と同様であ
り、“弊社のノウハウ”、“弊社のオリジナル商品”の流出であります。これまでの企業
努力及び開発にかけた労力を全て水泡に帰させるものであり、本来弊社が得られる指定管
理者公募への応募時の“競争上の優位性”を損なわれ、弊社の正当な利益を害することは
明白であります。
以上、本件は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条二のイ「当該法人
の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれあるもの」となる不開示情報
であり、「行政機関の長は不開示の決定をしなければならない」と定められている本法
に照らしても、全面開示は解釈、運用面で納得できないものであります。

４

審査会への諮問
（１）実施機関の説明（平成２３年１０月６日、第１回審査会）
実施機関の説明によれば、本件開示決定に際して、第三者である異議申立人に意見照会をしたと
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ころ、異議申立人から前記２ 異議申立ての経過の（６）の中の「情報の開示に係る意見書」のと
おり提出があったが、当該意見書の内容では、具体的にどの情報のどの部分が開示されるとどのよ
うな支障があるのか、どのような不利益があるのか、なぜ社会的信用を失うのかといった説明が不
十分であり、木更津市情報公開条例第７条第２号の「法人の事業に関する情報であって、公にする
ことにより当該法人の競争上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるも
の。」に該当するものと認めることができなかったことから、本件請求対象情報は、開示すべき情
報であると判断したものである。
本件意見照会にあたり、実施機関は、決定期間の延長を行い異議申立人に対し、その期間内に意
見書の提出をするよう求めたところ、当該期間内に異議申立人が意見書の案を持参し相談に訪れた
が、当該案では、開示による支障について個別の検証がなされておらず、漠然と広範囲に不開示と
することを求めるものであったことから、支障がある部分を示し、その部分が開示されたらどのよ
うな支障、不利益が生じるのか具体的に意見書に記載して提出するよう行政指導を行った。
異議申立人は、当該行政指導を受け不開示を求める情報を精査するため、実施機関に対し意見書
の提出期限の延長を求め、実施機関は、決定期間の再延長を行ったという経過がある。
決定期間が延長されることによる開示請求者の不利益を考慮し、平成２３年７月２８日付で提出
された意見書により条例第７条に該当するか否かを判断したものである。
なお、異議申立人は、異議申立書において行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条の
２イの不開示情報に当たることを異議申立の根拠としているが、本件開示決定では行政機関の保有
する情報の公開に関する法律は、適用がないものであるが、実施機関としては、木更津市情報公開
条例第７条第２号に該当することを異議申立ての理由としているという前提に立ち、本審査会に諮
問をするものである。
実施機関は、指定管理者の募集の際に実施機関が指定管理者に示した「木更津市民会館指定管理
者に関する仕様書」を資料として提出した。その記載内容は、次のとおりである。
『イ 情報公開に関する措置
指定管理者は、施設管理の透明性を高めるため、自らの基本方針、運営状況、財務状況等
の情報の公開に関して規程類を整備すると共に、必要な事項に関して協定により定め、市
が木更津市情報公開条例（平成１２年木更津市条例第４号）に基づき行う情報の公開に留
意しつつ、適正な運用を図ること。』

（２）審査の経過
審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審査した。
平成２３年１０月 ６日（平成２３年度第２回審査会）
諮問
実施機関（総務行革課行政改革担当）より説明聴取
平成２３年１１月１４日（平成２３年度第３回審査会）
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審査

５

審査会の判断
（１）不開示情報の存否に係る判断
本審査会は、審査にあたり開示決定した情報（平成２３年８月５日に実施機関が決定したもの）
のうち執行停止部分を除いた情報のみでは、異議申立人の主張のとおり不開示理由があるか否か
の判断がつかないことから、実施機関に対して、条例第２２条第１項の規定により、執行停止部
分の情報の提出を求めた。
当該執行停止部分も含む情報を確認し、異議申立書で引用する意見書（条例第１４条第３項に
規定する公開に反対の意思を表示した意見書をいう。）の内容を検討した。
異議申し立ての対象となった情報（以下「対象情報」という。）を次のとおり異議申立人が不開
示情報であると主張する理由ごとに分類し、検討した。

① 法人の運営ノウハウに該当する情報（１３頁～２２頁）
② 法人のオリジナル提案であり競争上の地位を害する情報（２２頁～３０頁）
③ 法人の採用している手法であり競争上の地位を害する情報（３０頁～３１頁）
④ 法人のノウハウの集約であり競争上の地位を害する情報（３１頁～３３頁）
⑤ 法人が事業運営上の不利益を被り、競争上の地位を害する情報（３３頁～３４頁）
⑥ 法人の努力を示すもので、開示すると法人の正当な利益を害する情報（３４頁～３６頁）
⑦ 法人に不利益を与える情報（著作権法違反、債務不履行）（３６頁～４１頁）
それぞれの分類ごとに、不開示情報の存否を検討し、次のとおり判断をした（下線の部分が異議
申立人が不開示情報と主張する情報であり、現在執行停止としている情報でもある）。

①

法人の運営ノウハウに該当する情報

ア 申請書類
（４頁）その他職員の実人数『４人』
その他職員の体制『事業担当（広報・企画・営業）（１名）受付案内担当（３名）』
（５頁）イ）人材の確保
本施設の運営に当たっては、会館の状況をよく理解している現在の職員を引き続き配置するこ
とを予定しております。
（８頁）ウ）鑑賞事業の収支に関する考え方
チケット料金については、従来からの流れを重視し、できる限りリーズナブルな価格に設定し、
事業全体の中で、各損益を調整配分し、採算事業と非採算事業を明確化し、収支バランスの確保
に努めます。なお、市民に優れた公演をリーズナブルな料金で提供するために以下の様な公的助
成や民間助成の制度の活用も検討します（助成の獲得を約束するものではありません）。
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活用を予定する助成例
・文化庁：芸術拠点形成事業
・地域創造：地域の芸術文化環境づくり支援事業
・日本芸術文化振興会：地域文化施設公演・展示活動
・ロームミュージックファンデーション：若手音楽家活動支援
コラム：助成の獲得実績
代表団体は、平成 18 年度、千葉県南総文化ホールにおける県民参加型事業「弦楽四重奏団ク
ァルテット エクセルシオによるワークショップ＆演奏会」に対し、財団法人地域創造から地域
の芸術文化環境づくり支援事業の助成を獲得しています。また平静（ママ）19 年度は、久喜総合
文化会館における「大友直人とみんなで楽しむオーケストラ」に対し、独立行政法人日本芸術文
化振興会から芸術文化振興基金助成金を獲得しました。
（９頁）イ）事業の詳細について
“知識欲”や“興味”に基く、個々の自発的な行動が“ワークショップ”への参加です。一人
ひとりの学びの輪を繋げ、拡げていくことは、地域の活性化にも繋がっていきます。講師の選択
にあたっては、芸術文化の鑑賞者や地元出身のアーティストの育成を図ることが重要であると考
え、地元あるいは所縁のある方を本事業の講師として採用し、文化活動者、芸術家や文化団体の
活動の育成、支援、連携に積極的に取り組みます。
ウ）収支に関する考え方
基本的に育成事業には採算事業はありません。しかしながら、受益者負担の原則や、代表団体
の同種事業の実施経験から、参加者には基本的には参加料をご負担いただく形態で実施します。
これは、参加料を無料にした場合には、"有料で参加する"という考えにより、参加する側の無責
任さを助長してしまう懸念があるためです。それぞれの価格設定は、気軽に参加でき、参加者が
家族や友人を気軽に招待できる範囲内に設定しますが、対価を払う価値のある"本物の事業"を提
供することを目指します。
(4) 地域振興事業について
元気印「きさらづ朝市」は、平成１８年７月に第１回を開催して以来、・・・・、地域に根ざ
した事業へと着実に成長しています。当グループは、地域の活性化と会館の“にぎわい”創出の
ため、「きさらづ朝市」を地域振興事業として位置づけ、継続したサポートを行なってまいりま
す。
（１６頁）ア）利用促進のミッション化
一般的に、従来型の公共施設は、集客や利用率の向上に対しどちらかというと“待ち”の姿勢
でした。また、事業のチケット販売などに関して積極的に取組んでいる施設でも、多くの場合、
施設の利用の促進にはあまり積極的ではありません。当グループは、様々なサービス向上策を駆
使しながら利用促進に努めるとともに、利用の促進を会館のすべてのスタッフのミッション（任
務）として明確化し、サービスの向上と利用の促進を両立させます。
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イ）営業担当の配置
営業担当を配置し、利用促進の主担当者とします。営業担当は、他のスタッフを含めた全スタ
ッフの利用促進におけるリーダー的な役割を担い、主として以下のような業務を主管します。
営業担当の主な業務
・ 利用状況の管理・施設の広報戦略の立案
・ 施設の利用促進策の立案
・ ホール利用者への礼状送付（サンクスレター）
・ 芸術文化への参加者増加策の立案
・ チケット販売に関するプレイガイド先の開拓
・ 主催者への施設の営業活動による利用誘致
（１８頁）②ホームページの運用
利用する側に立った運用を行い、会館で実施されるイベントの内容や、施設利用方法などをわ
かりやすく開示し、多くの市民が即時にかつ簡易に情報を得られる環境を構築することで、平等
性の確保にも努めます
運用に当たっては、会館職員による日常的な維持管理はもちろん、機能の付加やリニューアル
といった比較的難易度の高い作業には、代表団体本社において既に指定管理者となった６館のホ
ームページの維持管理を担当している専門スタッフが担当します。なお、ホームページには以下
に代表される機能を付加します。
（２４頁）ウ）ＰＤＣＡサイクルの運用
サービスの質を確保するためには、問題点（システムの欠陥）の抽出と、改善策の検討、改善
の実施、チェックを継続的に実施していくことが重要です。そこで、館長を総責任者とし、ＰＤ
ＣＡサイクルのシステムに反映させ継続的な改善を実施していく体制をつくります。
エ）イレギュラー事例の館長への報告体制の確立（オープンマインド思想）
日常的な会話や定例会議などを通じ、業務におけるイレギュラーな事象は、すべて現場にお
ける最高責任者である館長に情報が集まる体制を整備します。普段から全職員に対して、把握し
た情報を一人で抱え込まずに共有することの重要性を徹底します。
（３１頁）
・施設賠償責任保険
人身事故

1 事故につき 10 億円

財物賠償

1 事故につき 3 千万円

１人当り１億円

・個人情報漏洩対応保険
賠償責任：

1 事故につき 3 億円

（３４頁）イ）適正な情報公開のための具体的な方策
以下のような施策により情報公開を推進し運営の透明性を確保します。
ポイント

具体的な方策
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万全な体制と周到な

・館長を責任者とし、責任を明確化

準備

・内部規定を設け、適正且つ円滑に対象文書を作成、保存、
管理
・市政情報室等での一般供覧等に供するための資料の作成
・情報公開の手続きについての職員向けルールの作成
（研修等でも使用）
・職員への研修・ＯＪＴの実施
（対象文書、非開示情報の把握の徹底）

手続きの利便性の向
上

・情報公開の制度、手続きなど、概要について館内やＨＰで
説明
・文書の受け渡しは郵送でも可能に
・異議申し出も可能に

申出者への丁寧・迅
速な対応

・決定理由の付記
（相手が納得できるように、具体的に且つ丁寧に説明）
・決定期限を原則１４日以内（市条例と同じとする）

申出内容への緻密な
審査

・非開示情報の有無、非開示情報に該当するか、全部または
部分開示か等の検討
・第三者情報の慎重な扱い
（第三者の意見を聞く。反対意見にも丁寧に対応）

（３４頁～３５頁）ウ）現在の状況
基本的に、公募時に提出する事業計画書等は、個人情報や企業ノウハウ等も多数含まれており
全面開示の対象であるとは考えていませんが、議決後に正式に指定管理者となり作成する文書等
に関しては、公開対象であると考えます。当グループが指定管理者として運営している各施設で
は、以下のような文書を作成し、各自治体様に定期的に提出しており、情報公開対象の公文書と
して取り扱われており、公開対象となっています。
・月報
・年度事業計画書
・事業報告書
・自己評価（セルフモニタリング）報告書
・顧客満足度調査結果
中でも、年度毎に提出する事業報告書は、当該年度の運営状況が手にとるようにわかる内容と
なっております。当グループをご選定頂いた際には、同様の考え方で積極的な情報開示に取組み
ます。
（４１頁）指定期間における収支計画書（平成２１年度）
１

収入
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備

収入額（単位：円）

木更津市民会館指定管理料

59,000,000

木更津市民会館利用料金

23,759,000
6,370,000

自主事業による収入
その他

120,000

合 計

89,249,000

２

考

チケット販売手数料等

支出
積算内訳

支出額（単位：円）

人件費

27,160,000

給与 20,990,000

賞与 2,540,000

通勤交通費 660,000 法定福利：2,830,000
福利厚生費：140,000
消耗品・燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

1,600,000
700,000
1,800,000
660,000

消耗品費 900,000 事務用品費 700,000
印刷製本費 300,000 広告宣伝費 400,000
小破修繕費 1,800,000
NHK 受信料：30,000 電話料 480,000
送料 150,000

施設等の保険料
賃借料

94,000
884,000

施設賠償責任保険 94,0000
PC リース料 403,000

コピー機 380,000

AED101,000
手数料
公租公課（印紙）

12,000
1,854,000

振込手数料
消費税 1,564,000 法人市民税 170,000
印紙代 120,000

委託料

22,673,000

総合管理 6,384,000 舞台管理 8,474,000
空調設備 2,625,000 その他 5,190,000

負担金
自主事業費
光熱費

32,000

木更津防災協会 10,000 木更津商工会議所 22,000

7,066,000
19,308,000

電気料 12,840,000

ガス料金 4,877,000

水道料金 1,591,000
その他

5,406,000

被服費 150,000 教育費 50,000
図書新聞費 46,000
雑費 360,000

合 計

89,249,000

（４２頁）指定期間における収支計画書（平成２２年度）
１

収入
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現場管理費 4,800,000

備

収入額（単位：円）

木更津市民会館指定管理料

59,000,000

木更津市民会館利用料金

23,997,000
6,070,000

自主事業による収入
その他

120,000

合 計

89,187,000

２

考

チケット販売手数料等

支出
積算内訳

支出額（単位：円）

人件費

27,160,000 給与 20,990,000

賞与 2,540,000

通勤交通費 660,000 法定福利：2,830,000
福利厚生費：140,000
消耗品・燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

1,600,000
700,000
1,800,000
660,000

消耗品費 900,000 事務用品費 700,000
印刷製本費 300,000 広告宣伝費 400,000
小破修繕費 1,800,000
NHK 受信料：30,000 電話料 480,000
送料 150,000

施設等の保険料
賃借料

94,000
884,000

施設賠償責任保険 94,0000
PC リース料 403,000 コピー機 380,000
AED101,000

手数料
公租公課（印紙）

12,000
1,834,000

振込手数料
消費税 1,544,000

法人市民税 170,000

印紙代 120,000
委託料

22,743,000

総合管理 6,384,000 舞台管理 8,474,000
空調設備 2,625,000 その他 5,260,000

負担金
自主事業費
光熱費

32,000

木更津防災協会 10,000 木更津商工会議所 22,000

6,906,000
19,456,000

電気料 12,923,000

ガス料金 4,921,000

水道料金 1,612,000
その他

5,306,000

教育費 80,000 図書新聞費 46,000
現場管理費 4,800,000 雑費 380,000

合 計

89,187,000

（４３頁）指定期間における収支計画書（平成２３年度）
１

収入
収入額（単位：円）
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備

考

木更津市民会館指定管理料

59,000,000

木更津市民会館利用料金

24,237,000
4,810,000

自主事業による収入
その他

120,000

合 計

88,167,000

２

チケット販売手数料等

支出
積算内訳

支出額（単位：円）

人件費

27,160,000 給与 20,990,000

賞与 2,540,000

通勤交通費 660,000 法定福利：2,830,000
福利厚生費：140,000
消耗品・燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

1,600,000
700,000
1,800,000
660,000

消耗品費 900,000 事務用品費 700,000
印刷製本費 300,000 広告宣伝費 400,000
小破修繕費 1,800,000
NHK 受信料：30,000 電話料 480,000
送料 150,000

施設等の保険料
賃借料

94,000
884,000

施設賠償責任保険 94,0000
PC リース料 403,000 コピー機 380,000
AED101,000

手数料
公租公課（印紙）

12,000
1,854,000

振込手数料
消費税 1,564,000 法人市民税 170,000
印紙代 120,000

委託料

22,751,000

総合管理 6,384,000 舞台管理 8,474,000
空調設備 2,625,000 その他 5,268,000

負担金
自主事業費
光熱費

32,000

木更津防災協会 10,000 木更津商工会議所 22,000

5,756,000
19,578,000

電気料 13,000,000

ガス料金 4,955,000

水道料金 1,623,000
その他

5,306,000

教育費 80,000 図書新聞費 46,000
現場管理費 4,80,000（ママ）

合 計

雑費 360,000

88,167,000

イ ２１年度事業報告書等
（２頁）尚、平成 21 年度の修繕は 19 件 1,800 千円となりました。
（４頁）施設利用料金は本年度から利用料金制となり、指定管理者の収入となりましたが、それに
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併せて施設利用料の減免内容が拡大したため、前年度対比では 19.5％減、5,680 千円の減収とな
りました。事業計画書上の予算は減免内容をある程度織り込んだ年間 23,759 千円を計上しまし
たが、実績は 23,421 千円と予算比△338 千円、達成率 98.6％となりました。
（５頁）１．収入の部
利用料金収入が予算比 338 千円未達ながら 23,421 千円の達成率 98.6％と健闘し、自主事業収
入は「爆笑お笑いバトル in 木更津」が好調で 515 千円の増収となりました。更に年度の途中か
ら設置を認めていただきました自販機販売手数料が 498 千円の収入があり、これを含めたその他
収入で予算比 473 千円の増収となり、収入の部合計では予算比 650 千円の増収となりました。
２．支出の部
人件費は予算 27,160 千円に対し実績 24,826 千円と予算比 2,334 千円の圧縮ができ、管理費も
光熱水費で予算比 2,893 千円の削減が大きく、管理費全体では 3,919 千円の圧縮を図ることがで
きました。また、委託費も 22,673 千円の予算に対し、実績 21,895 千円と 778 千円の圧縮となり
ました。事業費は事業収入の増もあり、予算比 384 千円の支出増となりました。よって支出の部
合計では予算比 6,647 千円の圧縮となりました。
３．収支差
収入の部で予算比 650 千円の増収となり、支出の部で予算比 6,647 千円の圧縮ができたことか
ら収支差で 7,298 千円の粗利益が計上できました。
（７頁）（１）維持管理業務について
② 施設設備の不具合箇所については限られた予算の中で安全面を最優先としながら、速やかに
修繕を実施しております。
本年度は 19 件 1,800 千円の修繕を実施しました。予算面で本年度修繕が実施できませんでし
た未実施箇所として 4 件、729 千円は来年度早急に修繕を予定しております。
（８頁）3. 管理業務に係る収支状況について
収入の部につきましては利用料金収入が指定管理者として利用料金制を導入して初年度にあた
り、かつ減免内容の変更等もあり、予算計上はしたものの、若干の不安がありましたが、達成率
98.6％の予算比△338 千円の実績を残すことができ、安堵いたしました。更に自主事業収入、
その他収入も前述の通り予算以上の収入が確保でき、収入全体で予算をクリアすることができま
した。
支出の部につきましても受付担当職員の効率的勤務体制（シフト勤務）と管理部門職員の効率
的な業務の実施により、人件費が圧縮でき、管理費におきましても光熱水費が予算比大きく削減
ができ、その他の経費も無駄の排除を徹底した結果、支出全体で予算比 6,647 千円の圧縮に結
びつきました。よって収支差であります粗利益として 7,298 千円が計上でき、相応の成果を得
ることができました。
4. 自主事業に係る収支状況について
収入面において、｢香西かおりコンサート｣や「爆笑!お笑いバトル in 木更津」等の人気公演
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を実施したことにより収入の確保を図ることができ、また「木更津市民会館フェスティバル」に
おいても広告費や出展参加料等の収入が予算を上回る等が反映し、予算費全体では 515 千円の
増収となりました。
支出面においては、事業費予算 7,066 千円に対し、実績 7,450 千円、予算比で 384 千円の悪
化となりましたが、収支差予算▲696 千円に対し、収支差実績▲566 千円、収支差実績で 130
千円改善することができました。次年度につきましても、収入の確保を維持し、効率的な予算執
行に努めてまいりたいと考えております。

ウ ２２年度事業報告書等
（１頁）さらに、日常点検及び設備保守点検時等に発見又は指摘された不具合箇所につきまして
は、限られた予算の中で安全面を最優先して、18 件 1,801 千円の修繕を実施いたしました。
（２頁）尚、平成 22 年度の修繕は 18 件 1,801 千円となりました。
（４頁）３．利用料金収入について
施設利用料金は前年度対比では 6.2％減、1,441 千円の減収となりましたが、予算比では
1,760 千円増となりのました。
（５頁）1. 収入の部
利用料金収入が予算比 1,760 千円増の 21,980 千円の達成となりました。
しかし、自主事業収入については事業内容の変更により、3,997 千円の未達となりました。
また、自販機販売手数料が 959 千円の収入があり、これを含めたその他収入では予算比 10
千円の未達となりました。
よって、収入の部合計では 85,264 千円と予算比 2,246 千円減となりました。
2. 支出の部
人件費は予算 26,374 千円に対し実績 25,014 千円と予算比 1,360 千円の圧縮ができました。
管理費は前述の通り夏の猛暑の影響により、光熱水費が予算比 640 千円の増となり、管理費
全体では 107 千円の増となってしまいました。
また、委託費は 22,226 千円の予算に対し、実績 21,819 千円と 407 千円の圧縮となりま
した。
事業費は事業規模の変更もあり、予算比 4,688 千円の支出減となりました。よって支出の
部合計では予算比 6,349 千円の圧縮となりました。
3. 収支差
収入の部で予算比 2,246 千円未達となり、支出の部で予算比 6,349 千円の圧縮ができたこ
とから収支差で 4,102 千円の粗利益が計上できました。
（７頁）（1） 維持管理業務について
②

施設設備の不具合箇所については限られた予算の中で安全面を最優先としながら、速

やかに修繕を実施し、本年度は 18 件 1,801 千円の修繕を実施しました。
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（８頁）3. 管理業務に係る収支状況について
収入の部につきましては利用料金収入が予算比 1,760 千円、達成率 108.7％とすることが
できましたが、自主事業収入については事業内容の変更により、予算比を大きく未達となって
おります。収入全体で予算比 2,245 千円の未達となりました。
支出の部につきましては、管理費におきまして光熱水費が猛暑の影響により予算比 640 千
円増となりましたが、人件費においては受付担当職員の効率的勤務体制（シフト勤務）と管理
部門職員の効率的な業務の実施により、1,360 千円の圧縮、その他の経費も無駄の排除を徹
底した結果、支出全体で予算比 6,349 千円の圧縮に結びつきました。よって収支差でありま
す粗利益として 4,102 千円が計上でき、相応の成果を得ることができました。
4. 自主事業に係る収支状況について
収収入面において、｢大月みやこコンサート｣や「クッキングママの創作寿司体験講座」等
の人気事業を実施したことにより収入の確保を図ることができ、また、本年度につきましても
「木更津市民会館フェスティバル」の広告費や出展参加料等の収入の確保となりました。しか
しながら、東日本大震災に伴う順延、中止等の対策によって、チケット予約のキャンセルや払
い戻し等の影響を受け、収入が伸びず、結果 3,997 千円の収入減となりました。
支出面においては、震災に伴う順延、中止等もあり、事業費予算 8,706 千円に対し、実績
4,017 千円、予算比で 4,689 千円の改善となりました。結果、収支差予算▲1,536 千円に対
し、収支差実績▲845 千円、収支差実績で 691 千円改善することができました。

＜判断＞
上記の情報の中には、運営のノウハウが存することも考えられるが、今回対象となった情報のみ
では、運営のノウハウを認めることができない。
異議申立人は運営のノウハウについて抽象的な主張をしているものではあるが、具体的に当該運
営のノウハウを認めるに足りる立証をしていないため、当審査会としては、具体的に運営のノウハ
ウに該当する部分を認めることができない。

②

法人のオリジナル提案であり競争上の地位を害する情報

ア 申請書類
（４頁）その他職員の体制『事業担当（広報・企画・営業）』
（５頁）ア）人権研修
公共施設の運営に携わる職員として、“公平”、“公正”、“不偏”な立場で応対ができる人
材の育成を継続的に実施していきます。研修を通じて人権についての理解を深めるとともに、人
権感覚を十分に身につけさせます。
（６頁）キ）文化創造のためのアートマネジメント研修
文化施設における文化創造を支えるには、そこで働く職員に文化創造のためのマネジメントの
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知識が求められます。そこで、代表団体本社の文化事業企画室のスタッフを活用しながら簡易型
アートマネジメント研修を行います。
（１７頁）②ターゲットをセグメント化
情報を届けるべきターゲットをセグメント化し、効率的かつ効果的な広報活動を行います。実
施にあたっては、特定のセグメントだけに情報が偏ってしまわないように注意します。年齢、性
別などを中心とした分類はもちろん、貸館利用者（主催者や興行主）、プロモーター、ヘビーユ
ーザー、全く利用されない層など、にも区分し、複合的なアプローチをします。
（１８頁）③ポスターボランティアの活用
“出来るひとが、出来ることをやり、地域に貢献する”の合い言葉にご賛同頂き、自主文化事
業のポスター掲示にご協力いただく“ポスターボランティア”を募り、草の根運動的広報を行い
ます。会館の施設運営にご賛同頂いた方々によって構成され、施設と市民との協働型の仕組みで
あるポスターボランティアを活用することで、地元に根ざした広報を行います。
（１８頁～１９頁）⑤貸館施設情報サイトへの登録
貸会議室等の検索の際に上位に掲示される貸館施設情報サイトへ登録することにより、ホーム
ページのアクセス数アップ、施設の認知度アップにつなげます。具体的には以下のサイトへの登
録を検討します。
活用を検討するインターネットサイト（例）
会議室.com http://www.kaigishitu.com/
研修・会議 e-情報 http://kenshu.e-joho.com/
（２１頁）①チケットの販売ルートの拡大
自主事業の集客率の向上に寄与が期待できる一つの要素は、チケットの販売ルートの拡大です。
会館で販売されるもの以外に、市内全域を対象とした販売委託先の開拓を進め、ネットワークを
構築し、集客力の向上を目指します。
④サービス介助士の配置
継続的な取り組みとして、サービス介助士資格を持つスタッフを増やしていきます。
⑤施設の特徴づけ
ハード面の特徴づけを実施します。具体的には、特徴的な植物の配置（鉢植など）、クリスマ
スツリー等の設置、フラワーアレンジメントの展示、季節をテーマにしたアート作品の展示など
を実施し施設を特徴づけます。これらのハード面の特徴づけは、利用者増の即効性は低いと予想
されますが、来館者に対しその都度、変化を見せることは、長い目でみて、施設のファンを増加
させるものと考えます。
（２２頁）ウ）施設の利用者への支援策によるサービス向上
①使いやすい料金設定の模索
利用料金設定については、基本的には、午前、午後、夜間、全日という４つの区分で、一般的
な設定としますが、運営をしていく中でアンケートや寄せられる利用者の声を反映し、施設利用
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料と附帯設備利用料がセットになったパッケージ料金など、使いやすい利用料金設定を模索して
いきます。料金の変更にあたっては、市と協議の上、実施します。
③地域情報の発信
地域の情報や、産業促進に繋がる各種情報を収集し、積極的に提供してまいります。実施方法
として、ホームページからのダウンロードや館内の掲示板などを活用します。
④施設見学会の実施
市民の皆様に施設を身近に感じていただき、会館の利用の促進を図るため、定期的に施設見学
会を実施し、オープンな施設であるという印象をＰＲします。
エ）文化活動に関する相談及び支援サービスの拡充策
①主催者支援サービスの開始
会館でコンサートや講演会などを計画する個人・団体様に対して、代表団体が誇る事業企画制
作に関する専門家集団、“文化事業企画室”を活用し、アーティストや講演者などの紹介、ブッ
キングのお手伝いなどを行います。東京に事務所を置くアーティストや講演者も多く、代表団体
本社の“文化事業企画室”が地の利を活かし、慣れない交渉などにおいて最も身近な利用者の相
談先としてバックアップいたします。
（２２頁～２３頁）②生涯学習や文化振興に関わる情報収集
当グループの持つネットワークを活かし、生涯学習や文化振興にかかわる情報を収集します。
収集した情報は、掲示板等で閲覧可能とし、市民・利用者へ情報提供していきます
（２３頁）③文化活動の情報発信の場の提供
設置目的に沿った個人・団体の文化活動の情報発信の場として、ＨＰや施設内の掲示板を提供
します。
④文化活動の発表の場の提供
市民文化団体様の協力を得ながら、館内のロビー、その他のスペースなどに市民のアート作品
を展示し発表の機会を提供すると共に、文化活動への市民の参画意識を高めます。
⑤文化活動の情報交換の場の提供
市民のサークル活動の情報を交換できる掲示板を新設し、市民の文化活動を側面から支援しま
す。具体的には、“仲間の募集”、“発表会の開催”、“教えます”などのカテゴリーに分類し、
事前に運用ルールを作成し、それに基づき運用します。
⑥楽器試奏サービスの実施
「楽器の音色、ホールの音響を確かめておきたい」等の利用者の皆様の要望にお応えするため、
ステージイベントを計画している方、施設に興味のある方を対象に楽器の試奏会を開催いたしま
す。より身近にホールを感じられるこの機会を提供する事により利用機会の向上に繋げてまいり
ます。
対象
・ ステージイベントを計画している方
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・ 施設に興味のある方
・ ホール利用にあたり、事前に会館所有の楽器の試奏を希望される方
・ ホール利用にあたって、ご本人所有の楽器の試奏を希望される方
（３）サービスの質を確保するための体制
ア）利用者の声を真摯に受け止め、記録し、共有します（携帯メモ）
館内で勤務する全てのスタッフが、日々の業務の中でお客様と接する際に受けた指摘、要望、
苦情や、自ら気づいたことを常時携帯する手帳に必ず記録し、報告する体制をつくります。また
体制確立のための継続的な職員教育を実施します。
（２３頁～２４頁）イ）現場定例会議での意見交換
サービスの質に関する事項を取り上げ意見交換する場として現場定例会議を活用します。これ
によってスタッフのサービスに関する意識を高めると同時に、情報の共有を図ります。
（２４頁）キ）館長会議開催による情報共有
代表団体では、すでに指定管理者として運営している公共施設の責任者を集めた定例会議（館
長会議）を実施しています。その中では、各施設の事例を交えながら、お互いにサービスの質に
関して評価し合っています。各施設の最高責任者である館長が、この会議の内容を各施設に持ち
帰り、水平展開していくことにより、より質の高いサービスへと統一を図っていきます。
（２５頁）ウ）本社スタッフによる監査
本社スタッフによる監査を実施します。日々の現場の業務を長期間担当していると、どうして
も“慣れ”が発生し、客観的に物事を見ることが難しくなってしまうことがあります。そこで、
定期的（年１回以上）に、本社スタッフによる監査を実施し、客観的に物事を捉えることで、サ
ービスの質の確保を行っていきます。
（２６頁）エ）ハード、ソフト両面のバリアフリー化
・ホスピタリティ溢れるスタッフの対応
本施設を訪れる全ての利用者・来場者に対してホスピタリティ溢れる応対をします。館長以下、
施設運営管理に携わる館内で勤務するすべてのスタッフが、公共施設としてふさわしい、明るく
親しみやすい応対を行うことで、ソフト面のバリアフリー化を推進します。手際のよさや鮮やか
さに快い感じを受けることを、“小気味よい”と言いますが、当グループは、本施設を利用する
全てのお客様に、小気味よいサービスを提供することで、特に高齢者や障がい者に対する応対に
よるソフト面のバリアを排除します。
・適切なサイン計画の構築
高齢者や障がい者のような社会的弱者の方や初めて利用する皆さまに対して、わかりやすいサ
イン計画となっているかどうかを再チェックし必要な改善を実施します。施設のサイン計画は、
一度構築して終わりということはないため、老朽化、汚損や破損などに対しても常に素早い修繕
を施すことで、バリアフリー化を推進します。
・手話研修等への積極的な参加や筆談器の設置
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聴覚障がいをもつ利用者への応対のために、研修等へ積極的に参加させることで手話スキルを
もつ職員を増やすとともに、受付カウンターには筆談器を設置することにより、誰に対しても開
かれた施設利用環境を確保します。
（３５頁）（２）利用者ニーズの把握方法
紙ベースやインターネットを活用したアンケートから、直接利用者からご意見を頂戴する“利
用者意見交換会”など、様々な手法を活用しながら、“サービス向上”のアイディアとなる利用
者ニーズを把握する努力をします。
（３６頁）①紙によるアンケート
主にシルバー世代や口答では伝えづらい利用者の為に、紙によるアンケートを実施します。ア
ンケートでは、自主事業に関する事、施設の強み弱みの把握、改善すべきポイントなどを含め、
利用者ニーズの把握を行います。また、必要に応じ、アンケートへ回答頂いた方には何らかの形
でインセンティブを与えるなどし、アンケートの回収率を高める事も検討します。
②インターネットによるニーズ把握
ホームページ内に、利用者自らが意見や質問を送信できる機能の設定を検討します。これによ
り、幅広い利用者からのフィードバックを得、以降の運営に役立てていきます。また、利用者か
ら頂戴した意見・要望に対しては、即応性を高めることが満足度及び信頼度の向上に繋がると考
えており、24 時間以内に回答する努力を致します。
イ）“ご意見箱”の設置
常設の“ご意見箱”（意見募集箱）を設置します。設置場所は、最も目立つエントランスホー
ル案内所付近とし、固定、施錠し、職員以外は開けられないようにします。運営のあらゆる事柄
について気軽に投稿できる雰囲気を創り、“ご意見箱”の付近には用紙や筆記用具も併設します。
ウ）“利用者意見交換会”の実施
年に 1 回利用者の方々にお集まり頂き、館長やスタッフを囲み直接意見を頂戴する利用者意
見交換会を設けます。アンケートや手紙等などの媒体を介することなく直接、会話することで意
見や要望の真意を捕らえます。実施にあたっては参加者を公募することとし、“声の大きい利用
者”の意見ばかりが採用されるといったことを回避するためにも公平性に充分配慮します。
コラム：“利用者意見交換会”の開催例
千葉県南総文化ホールでは、地元の鑑賞団体であり主催者としてホールを利用していただいて
いる団体の代表の方々と懇話会を開催させていただきました。その場では有意義な意見交換がな
され、これをきっかけとして平成 19 年度にホールと鑑賞団体の共催事業を実施することにつな
がりました。
エ）当グループが持つネットワークを通じて
各構成団体や各種業務を委託する予定の企業や取引先を通じニーズを把握します。各社に勤務
する市民は最も身近なニーズ把握先として位置づけ、活用します。
（３７頁）オ）スタッフ全てがニーズに敏感に
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館内で勤務する全てのスタッフが、日々の業務の中でお客様と接する際に得た情報を記録する
“携帯メモ”を活用し、利用者の生の声を吸い上げる努力を致します。利用申込み時、施設利用
後の精算時、チケット販売時、利用終了後など利用者の声を直接聞ける機会を活かすため、利用
者へ積極的に声をかけ、情報収集を行います。また、頂戴した利用者の生の声は携帯メモとして
その場で記録するとともに、責任者への報告、運営日報等への記録を通じて、以降の運営に反映
させていきます。
カ）利用者以外のニーズ調査
公共施設の責務として、会館を利用されない方のニーズ把握も必要な業務と捉えております。
平等な運営の実現のヒントとして、また、潜在利用者獲得のためのヒントとして、未利用者のニ
ーズを把握していく努力をしていきます。把握する方法として、自治体向け行政サービス評価な
どを得意とする特定非営利法人ビュー・コミュニケーションズや株式会社データサイエンス研究
所の協力を得ながら、適切な信頼度を決め、目標調査数（母数）を求め調査を実施していきます。
（３７頁～３８頁）（３）得られたニーズの実現策
ア）ヘルプデスク委員会
館長を中心としたヘルプデスク委員会を設置し、公平・公正さや、優先度を判断し検討を行い、
その結果を各会議、ミーティングを通じサービスに反映していきます。
この際に重要なポイントは以下の通りです。
・把握したニーズを真摯に検討し、対応策を早期に実行する（スピード）
・館長を中心として施設内全体で検討・議論し対応策を実行
・把握したニーズは市と共有
コラム：ヘルプデスク委員会とは
ニーズを漏らさず全職員へ伝え、共通の課題として取組み、運営に役立てていくためにヘルプ
デスク委員会を設置します。委員長は館長とし、各部門担当者１名を委員として選出し組織しま
す。委員長及び各委員は、全ての職員へ寄せられたニーズを共有し、今後の対策に向けた計画の
立案、実行を担います。
（３８頁）（４）利用者ニーズの公開、還元方法
把握した全ての利用者ニーズは、以後の運営に役立てるためデータベース化して保存しておき
ます。これにより、情報の共有、検索、公開のスピードアップも実現します。また、利用者ニー
ズに対する対応内容を館内に掲示し公開することにより、真摯に取り組んでいる姿勢と信頼感の
獲得につなげていきます。
（４４頁）ア）利用状況に応じた効率的な人員配置
ホールや会議室の利用状況に応じた柔軟な人員体制により、人件費の縮減を実現します。その
際には、利用者に不便を感じさせることがないよう、細心の注意を払い実施していきます。
イ）マルチプレイヤー育成による予備人員縮減
各部門の職員が自らの業務の範囲を拡げることにより、他の部門の予備人員の削減につながる
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と考えております。これを実践するため、積極的に職員の教育を行うと同時に、部門間の交流を
深め、一人で複数役がこなせるマルチプレイヤーを育成していきます。
ウ）専門スタッフの共有化
専門技能を持つ職員を会館内に常駐させずに、すでに代表団体の本社内にいる専門スタッフを
会館の非常勤スタッフとして位置付けることにより、人件費の縮減とレベルの高い業務遂行を同
時に実現します。
・ Web 管理者（簡易な作業以外）
・ 自主事業企画・推進
・ 接客指導
・ 経理処理
・ 給料計算等
・ 品質管理支援
・ 研修等実施支援
・ 施設管理業務に関する専門知識を有する技術支援
（４４頁～４５頁）エ）文化自主事業費の縮減策
当グループの持つネットワークとノウハウを活用し、共催事業の誘致、講師やアーティストと
の直接契約の推進、助成金及び協賛金等の活用により、事業費を押さえながら、会館の設置目的
である文化振興と及び地域交流を推進します。
・ 共催事業の誘致の概要
共催事業については、公演のメニュー構成を考慮しつつ誘致していきます。（相手があっての
話であるため、確約するものではありません）
・ 直接契約の活用の概要
当グループの持つネットワークを活用し、買い公演においては、プロモーターを通さずに極力
アーティスト自身やマネジメント会社と直接契約を結び、事業にかかる経費を縮減します。また、
積極的に協賛企業や団体の獲得に努め、トータルコストの縮減に向けた取組みを行います。
・ 公的助成及び民間助成の積極的活用（努力目標）
様々な助成金を活用し、事業の経費縮減を目指します。
（４５頁）オ）ライフサイクルコストの低減
施設の維持管理業務を実施するにあたり、安全で快適な空間を利用者へ提供していくことが重
要な任務であると認識し、計画的で効率的な維持管理を行うとともに、故障が許されない機器に
は“予防保全思想”を、それ以外の機器には“事後保全思想”を導入し、両思想のベストマッチ
ングによってコストダウンと機能維持を両立させ、ライフサイクルコストの低減を目指します。

イ ２１年度事業報告書等
（９頁）Ⅵ 第三者による満足度の調査
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指定管理者として初年度から実施し本年度で 4 回目を数えますが、第三者で NPO 法人の調査
実施協力機関に委託して、貸館事業、公演事業の顧客満足度調査を実施しました。調査方法とし
ましては、貸館事業については本年度に会館施設をご利用されたお客さまを対象として、アンケ
ート用紙を配布し、郵便ポストに投函して頂き回収をする方法を採っております。
公演事業につきましては９月に実施しました「爆笑お笑いライブ in 木更津」と 10 月に開催
しました「香西かおりコンサート」の入場者にアンケート用紙を配布し、郵便投函方式で回収と
しました。
１．貸館事業について
平成 21 年９月から平成 22 年３月までの間の施設利用者にアンケート用紙 300 枚を配布し、
77 枚（26％）の回収があり、有効回答は 71 枚（24％）となりました。
総合評価としましては 61.6 点と前年度比 2.8 点の悪化となりました。アンケートの質問とし
て設定しました 27 項目のうち前年度より評価が改善した項目が 7 項目のみで、遺憾ながら 20
項目で評価を下げる結果となりました。
特に「ホール、会議室など利用説明のわかりやすさ」、「利用予約のしやすさ」、「利用規則
について」と「利用までの対応」が 3.2 点から 8.8 点まで悪化しており、接遇面の工夫で十分に
対応できる項目であり、大いに反省をすると共に早急に改善に取組む所存です。
２．公演事業について
9 月 20 日実施の「爆笑お笑いライブ in 木更津」で 1,079 名の入場者のうち、150 名を対象と
して、アンケート用紙を配布。更に 10 月 14 日に開催の「香西かおりコンサート」入場者 1,800
名（2 回公演）のうち 150 名を対象として合計 300 枚のアンケート用紙を配布いたしました。
回収は 97 枚（32％）で有効回答は 95 枚（32％）となりました。
アンケートの質問は 29 項目を設定していますが、総合評価としましては前年度比 8.6 点改善
し 63.3 点となりました。
前年度比評価が悪化した項目は 29 項目中 5 項目ですが、その中に貸館事業の評価と同様に接
遇面に関する「チケット購入時の対応」（△0.6 点）、「館内案内係の対応」（△0.8 点）の 2
項目が含まれており、大変遺憾に思っております。
アンケートに回答を頂いた年齢層は 20 歳未満、20 歳代で 43.2％を占め、若い方の感覚での
評価が大きく影響していると思われますが、全体の評価としては施設のハード面を含めて、まず
まずと受け止めております。

ウ ２２年度事業報告書等
（９頁） Ⅵ 第三者による満足度の調査
本年度も第三者で NPO 法人の調査実施協力機関に委託して、貸館事業の顧客満足度調査を
実施しました。公演事業の調査については 3 月開催予定の「笑福亭鶴光 やっさいもっさい寄
席」にて実施の予定でしたが、震災の影響に伴う公演延期により実施ができておりません。
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調査方法としましては、会館施設をご利用されたお客さまを対象として、アンケート用紙を配
布し、郵便ポストに投函して頂き回収をする方法を採っております。
1. 貸館事業について
平成 22 年 8 月から平成 23 年３月までの間の施設利用者にアンケート用紙 500 枚を配布し、
61 枚（12％）の回収があり、有効回答は 57 枚（11％）となりました。
総合評価としましては 63.2 点と前年度比 1.6 点の改善となりましたが、前年に引続き満足度
は低い状態が続いております。
アンケートの質問として設定しました 27 項目のうち前年度より評価が悪化した項目が 6 項目
のみで、その他 21 項目については前年度より高い数値が出ており、改善が図られている結果と
なりましたが、「高い満足度」を示す 70 点を超える項目がひとつもない点は、大いに反省をす
ると共に早急に改善に取組む所存です。

＜判断＞
上記の情報の中には、法人のオリジナル提案が含まれることも考えられるが、今回対象となった
情報のみでは、いかなる競争上の地位が害されるのかが主張、立証されていないため、当審査会と
しては、具体的に競争上の地位を損なう部分を認めることができない。

③

法人の採用している手法であり競争上の地位を害する情報

ア 申請書類
（２０頁）①スタッフの“サービス力”の向上
接遇に関する教育を積極的に実施し、スタッフの一人ひとりの“サービス力”を向上させてい
きます。これにより、“公共施設”に期待されている以上のサービス提供を担保していきます。
コラム：明るく親しみやすい応対代表団体が指定管理者として運営管理している各ホー
ルでは接遇マナー、スキル向上のための研修を年 2 回から 3 回実施しています。
この研修の講師は、代表団体本社の教育担当者（百貨店等でインフォメーション業務を受託し
ている現場のスタッフに教育、指導を行っているセクション）や、社外の研修機関より招く専門
家であり、日常的に想定される実践的な講義内容にこだわったものを取り入れています。
特に電話での応対は、相手の顔が見えないだけに行き違いや誤解が生じやすく、対面応対以上
にきめ細やかな気遣いが必要になります。そのため電話をくださったお客様に親しみを持ってい
ただくとともに職員に発言の責任感を持たせるよう電話を受ける際には必ず自分の名前を名乗る
よう徹底しています。（木更津市民会館での接遇研修）』
（２５頁～２６頁）イ）障がい者・高齢者割引制度の設定
全ての方々が芸術文化に触れる機会を創出し、平等・公平な利用が促されることを目的として、
障がいをお持ちの方や高齢者を対象に自主事業チケットの割合価格を設定いたします。対象は、
当グループが実施する有料事業とし、割引率は１０％程度を予定します。多くの方に制度をご利
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用頂くよう購入手続きも簡素化し、チケット購入時に、障がい者手帳や年齢を証明する公的な書
類等をご提示頂くのみとします。本割引の実施により、なかなか施設に足を運びにくい障がい者
や高齢者の皆さまが、芸術文化に触れるきっかけを提供します。
（３３頁）ア）個人情報漏洩対応保険について
当グループでは、個人情報保護にむけて万全の体制をとっていきますが、万が一、個人情報の
漏洩、あるいはその恐れが生じたことにより被害が発生することを想定し、代表団体では、この
損害を補償する“個人情報漏洩対応保険”にも加入しています。
（３７頁）

＜判断＞
上記の情報は、法人が採用している手法であることが認められるが、その情報が開示されること
により、いかなる競争上の地位が害されるのかが主張、立証されていないため、当審査会としては、
具体的に競争上の地位を損なう部分を認めることができない。

④

法人のノウハウの集約であり競争上の地位を害する情報

ア 申請書類
（２０頁～２１頁）主なサービス向上策
区分
接遇の向上
施設利用環境の改善

具体的なサービス向上策
スタッフの“サービス力”の向上
チケットの販売ルートの拡大
スタッフの識別明確化
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筆談器の設置
サービス介助士の配置
施設の特徴づけ
施設利用者への支援

使いやすい料金設定の模索
ホームページの充実
地域情報の発信
施設見学会の実施

文化活動に関する相談及び支
援サービスの拡充策

主催者支援サービスの開始
生涯学習や文化振興に関わる情報収集
文化活動の情報発信の場の提供
文化活動の発表の場の提供
文化活動の情報交換の場の提供
楽器試奏サービスの実施

（２７頁）障がい者や高齢者への配慮と平等利用の確保策
ポイント

具体的な方策

平等なサービス

・年齢、性別等、属性で区別しない利用機会の平等な提供

低廉な価格での利用

・自主事業の低廉価格での提供（障がい者・高齢者割引）

情報の平等な提供
障がいを持った利用
者への対応

・情報格差の縮小を目的として積極的な広報の実施
・広報手段の多元化：ＨＰ、チラシ、広報誌、情報スタンドほか
・各種サポートの積極的な実施：
車椅子介助、視覚障がい者への誘導、身体障がい者への介助
・障がい者への応対方針をマニュアル化

ソフト面の

・サービス介助士の配置

バリアフリー化

・ホスピタリティ溢れるスタッフの応対
・人権研修等を含む体系的職員教育の実施
・見やすくわかりやすい館内表示（サイン）

ハード面の

・筆談器の設置

バリアフリー化
（３５頁）

・車椅子の配備
主な利用者ニーズの把握方法

利用者ニーズの把握方法

予

測

内容の

情

回収数

具体性

信頼度

紙によるアンケート

○

△

△

インターネットによるアンケート

△

△

△

“ご意見箱”の設置

○

○

○
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報

“利用者意見交換会”の実施

○

◎

◎

当グループが持つネットワークを通じて

△

○

○

スタッフ全てがニーズに敏感に

◎

○

○

利用者以外のニーズ調査

△

△

＜判断＞
上記の情報は、法人のノウハウの集約との主張であるが、どの情報がどのようなノウハウなのか
また、その情報が開示されることにより、いかなる競争上の地位が害されるのかが主張、立証され
ていないため、当審査会としては、具体的に競争上の地位を損なう部分を認めることができない。

⑤

法人が事業運営上の不利益を被り、競争上の地位を害する情報

イ ２１年度事業報告書等
（３頁）クレームの発生について
本年度はお客様からの苦情、要望は残念ながら前年度と同じ 10 件を数えてしまいました。
内容としましてはトイレに関することが 2 件、駐車場に関することが 2 件、その他 6 件となり
ました。
接遇マナーに関するものはありませんが、施設管理の面で日常点検等の強化で防止できたと思
われるものが 3 件含まれております。来年度はこの反省を活かし、クレーム件数を半減させた
いと考えております。
（７頁）（２）運営管理業務について
③

クレームの発生状況は残念ながら、10 件と前年度と同数の発生となりました。しかしクレ

ームの内容として施設管理の不手際によるものが 3 件あり、日常点検でのチェックの甘さと痛感
しております。
管理不足によるクレーム内容
発生日

クレーム内容

対応

５月１７日

来場者より大ホール女子トイレが臭いと

換気能力は最大としている。

の苦情

清掃の頻度、排水の清掃等を
試みることとする。

６月

７日

６月２８日

トイレ手洗い器の石鹸水が固まって出な

月初に定期的に入替る。清掃

い

時の確認を励行する。

自走販売機のゴミ箱が古く、汚い。イベ

自動販売機を設置している契

ント後満杯

約業者の怠慢であるが、注意
力不足。即交換
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ウ ２２年度事業報告書等
（３頁）(2)クレームの発生について
本年度はお客様からの苦情、要望は残念ながら 12 件を数えてしまいました。
内容としましては、トイレの臭いに関することが 1 件、施設の備品に関するものが 3 件、
駐車場に関することが 2 件、空調の効き具合に関して 3 件、その他 3 件となりました。
トイレの臭いに関する件は、大ホールのトイレ改修前に寄せられた苦情であり、空調に関し
ても 1 件は中ホールの空調改修前のクレームです。
施設設備の劣化に伴う苦情・要望もありますが、館内をよりきめ細かいチェックをし、クレ
ームの発生の減少を図るよう努力いたします。
（７頁）（2） 運営管理業務について
② クレームの発生状況は残念ながら、12 件と前年度を上回る発生となりました。
駐車場に関するもの、備品に関すること、空調に関すること、施設に関することが主な内
容となっており、昨年度発生していた、管理不足によるクレームが無くなったことについては、
反省が活かされた結果と受止めております。

＜判断＞
上記の情報は、クレームの情報であり当該情報を開示することにより、事業運営上の不利益を被
り、競争上の地位を害するとの主張であるが、現に利用者等から寄せられたクレームの件数及び内
容並びにその対応等の事実であり、その情報が開示されることにより、いかなる競争上の地位が害
されるのかが主張、立証されていないため、当審査会としては、具体的に競争上の地位を損なう部
分を認めることができない。

⑥

法人の努力を示すもので、開示すると法人の正当な利益を害する情報

イ ２１年度事業報告書等
（５５頁）損益計算書
Ⅰ 売上高
１

指定管理料

59,000,000

２

利用料金収入

23,421,110

事業収入
３

その他収入

6,884,971
593,020

89,899,101
89,899,101

売上総利益
Ⅱ 一般管理費
１

給料

19,302,795

２

賞与

2,481,000

３

法定福利費

2,497,269
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４

福利厚生費

61,667

５

通勤交通費

482,840

６

旅費交通費

259,620

７

通信運搬費

720,153

８

広告宣伝費

25,200

９

印刷製本費

138,150

１０

リース料

429,402

１１

事務用品費

815,263

１２

消耗品費

758,481

１３

保険料

26,150

１４

修繕費

1,800,485

１５

租税公課

2,120,005

１６

支払手数料

１７

光熱水費

１８

図書新聞費

１９

教育費

0

２０

諸会費

51,600

２１

被服費

0

２２

本社管理費

２３

雑費

２４

委託費

21,894,548

２５

事業費

7,450,501

1,955
16,415,032
37,920

4,800,000
31,480

82,601,516
7,297,585

営業収益

7,297,585

Ⅲ 当期純利益

ウ ２２年度事業報告書等
（５５頁）損益計算書
Ⅰ 売上高
１

指定管理料

59,000,000

２

利用料金収入

21,980,469

３

事業収入

3,172,970

その他収入

1,110,109

85,263,548

売上総利益
Ⅱ 一般管理費
１

給料

85,263,548

19,192,665
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２

賞与

2,450,000

３

法定福利費

2,804,895

４

福利厚生費

86,380

５

通勤交通費

479,640

６

旅費交通費

216,600

７

通信運搬費

519,442

８

広告宣伝費

445,200

９

印刷製本費

8,000

１０

リース料

409,015

１１

事務用品費

740,879

１２

消耗品費

１３

保険料

26,150

１４

修繕費

1,800,823

１５

租税公課

1,854,696

１６

支払手数料

１７

光熱水費

１８

図書新聞費

37,920

１９

教育費

12,000

２０

諸会費

51,600

２１

被服費

23,900

２２

本社管理費

２３

不動産賃借料

59,424

２４

雑費

13,784

２５

委託費

21,818,678

２６

事業費

4,017,806

1,169,865

1,590
18,120,185

4,800,000

81,161,137
4,102,411

営業収益

4,102,411

Ⅲ 当期純利益

＜判断＞
上記の情報は、法人の運営管理面での努力を示すものであり安易に金額だけで判断されると当グ
ループの正当な利益を害するとの主張であるが、現に公の施設の管理に要した費用の額を開示する
となぜ、法人の正当な利益を害するのかが主張、立証されていないため、当審査会としては、具体
的に法人の正当な利益を害する部分を認めることができない。

⑦

法人に不利益を与える情報（著作権法違反、債務不履行）
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ア 申請書類等
（１８頁）

38

（２１頁）

（２４頁）

（２６頁）

39

（３０頁）

40

（３１頁）

41

（３３頁）

＜判断＞
上記情報を開示することにより、グラフィックデザイナーとの関係で債務不履行となるとの主張
であるが、市が条例に基づき開示することにより、異議申立に債務不履行責任が生じることについ
ての具体的な主張、立証がされていないため、法人に不利益を与える情報と認めることができない。
著作権の侵害にあたるとの主張については、市が条例に基づき開示する場合にあっては、著作権
法第４２条の２によって著作権を侵害するものとはならないため、法人に不利益を与える情報と認
めることができない。

（３）審査会の結論
指定管理者は、地方自治法第２４４条の２第３項によって、市の設置する公の施設の管理を行うも
のであり、本件の市民会館の指定管理者は、市民会館の使用許可権限を行使し、施設の利用料金を指
定管理者の収入とするものである。
このように指定管理者は、市の業務を行うものであることから、市が業務を行っても、指定管理者
が業務を行っても基本的にはその開示の範囲は同一であるはずであり、指定管理者が業務を行うこと
によって、市民の知る権利が害されることがあってはならない。
しかしながら、指定管理者は民間事業者でもあるため、事業者特有の明白なノウハウが存在する場
合には、当該事業者の利益を保護する必要性もあることから、条例第７条第２号は、「法人の事業に
関する情報であって、公にすることにより当該法人の競争上の地位に不利益を与え、又は社会的信用
を損なうと認められるもの。」については、不開示とすることができるものとしている。
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本件異議申立人の主張は、抽象的な主張にとどまり、個別具体的に条例第７条第２号に該当するこ
とについての主張・立証がみられず、上記①から⑦で示したとおり、本審査会は、本件情報のすべて
について、情報公開制度上保護すべき情報と認めることができない。
したがって、当該情報を開示すべきものとした実施機関の判断は妥当である。

平成２３年１１月３０日

木更津市情報公開・個人情報保護審査会
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