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平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２６年７月８日（火）午後２時～午後３時半 

 

２ 場所：千葉市美浜区役所３階 ３－２会議室  

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小川真実委員（部会長）、木頭信男委員（副部会長）、鶴見泰委員、 

志水今朝五郎委員 

（２）事務局 

白井区長、山崎地域振興課長、坂本地域づくり支援室長、小玉主査、相澤主任主事 

 

４ 議題： 

（１）平成２５年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について  

ア 千葉市美浜区高洲コミュニティセンターについて 

イ 千葉市美浜区真砂コミュニティセンターについて  

（２）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）平成２５年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について 

  ア 千葉市美浜区高洲コミュニティセンターについて 

   平成２５年度に千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの指定管理者の行った施設 

の管理に係る年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会と 

しての意見を取りまとめ、決定した。 

 

イ 千葉市美浜区真砂コミュニティセンターについて 

   平成２５年度に千葉市美浜区真砂コミュニティセンターの指定管理者の行った施設 

の管理に係る年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会と 

しての意見を取りまとめ、決定した。 

 

（２）その他 

  議事録の公開について、事務局から説明をした。 

 

 

 

 

 

 



 

 ―２― 

６ 会議経過： 

○司会  それでは、委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただき、あり

がとうございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

 定刻より若干早いですが、皆さんお揃いですので、只今より平成２６年度千葉市市民局

指定管理者選定評価委員会、第１回美浜区役所部会を開会いたします。 

 私は本日の司会を務めさせていただきます美浜区地域振興課地域づくり支援室の小玉と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座ったまま進めさせていただきます。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づき、公開されております。

ただし、一部非公開の部分もございますので、あらかじめご承知おきください。なお、現

在は傍聴人の方はいらしておりません。 

 なお、若葉区地域振興課の職員３名が同席しておりますことを報告いたします。 

 本日は、地球温暖化防止の取り組みの一環としまして、職員については軽装とさせてい

ただきます。ご了承のほどお願いいたします。 

 それでは、委員の皆様のご紹介ですが、お手元の資料２「千葉市市民局指定管理者選定

評価委員会 美浜区役所部会 委員名簿」の５名の皆様でございます。昨年度から変更はご

ざいませんので、ご紹介は省略させていただきます。 

 なお、委員につきましては、本日所用により欠席でございます。 

 続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 美浜区長の白井でございます。 

○美浜区長  白井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  続いて、地域振興課職員になります。 

 副区長兼地域振興課長の山崎でございます。 

○副区長  山崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  地域づくり支援室長の坂本でございます。 

○事務局  坂本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  同じく、地域づくり支援室主任主事の相澤でございます。 

○事務局  相澤です。よろしくお願いいたします。 

○司会  以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会にあたりまして、白井区長からご挨拶申し上げます。 

○美浜区長  皆様、こんにちは。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会、美浜区

役所部会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、日頃より美浜区政は

もちろんのこと、市政各般にわたりまして、多大なるご支援、ご協力を賜っておりますこ

とを、この場をお借りしまして、あわせて御礼申し上げます。 

 本日は、高洲・真砂コミュニティセンター両施設の管理運営に対しまして、ご意見を頂

戴したいと存じます。 

 昨年度でございますけれども、稼働率の向上を図るための事業の充実や、広報、管理経

費の縮減などについてご意見をいただいたところでございまして、このご意見に対しまし

て、区としても対応できるものは速やかに対応し、市民サービスの向上に努めたところで
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ございます。 

 現在、美浜区の人口は約１５万人、そのうち６５歳以上の高齢者数が約３万３千人とい

うことで、両コミュニティセンターが建設された当時に比べて、大きく様変わりをしてお

ります。 

 市内６区の中で、美浜区の高齢化率は現在約２１％と上から４番目ですが、過去数年の

高齢化の伸び率は最も高く、今後も急速に高齢化が進むことが予想されております。 

 そのような中で、高齢者の方々は非常に学習意欲が旺盛でございまして、今後も公民館

やコミュニティセンターの役割は非常に重要になっていくところでございます。私どもも

こうした時代の変化や様々な市民ニーズを的確に捉えながら、柔軟に対応していかなけれ

ばならないと考えております。 

 ぜひとも皆様方には、豊富な経験と専門的な立場から、忌憚のないご意見を賜りますよ

う、お願い申し上げます。 

 また、両施設の説明や資料等も大変多いため、効率的な委員会運営にもご協力を願いま

して、私の開会の挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

○司会  それでは、区長は次の公務がありますので、ここで退席させていただきます。 

○美浜区長  ここで失礼いたします。よろしくお願いいたします。 

○司会  それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 本日使用する資料ですが、事前にお配りさせていただいたファイルをお開きください。 

 まず「諮問書の写し」、次に「次第」、次に「席次表」でございます。 

 資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 第１回美浜区役所部会進行表」、

資料２が「美浜区役所部会委員名簿」、資料３が「美浜区役所部会で審議する公の施設一

覧」、資料４－１から４につきましては、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの平成

２５年度の枝番のついた１が「指定管理者評価シート」、２が「事業実施計画書」、３が

「事業実施報告書」、４が「計算書類等」でございます。資料５は、千葉市美浜区真砂コ

ミュニティセンターで、枝番号の１から３は先ほどと同様となっております。真砂コミュ

ニティセンターの計算書類等につきましては、高洲コミュニティセンターと同一管理者と

なりますので、高洲コミュニティセンターの中で審議させていただきます。資料６は「今

後の流れについて」でございます。 

続いて参考資料で、１が「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」、

２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成等について」、

３が「部会の設置について」でございます。 

以上をお配りしております。書類はお揃いでしょうか。不足等がございましたら、お知

らせください。よろしいでしょうか。 

続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

本日の出席委員は、全委員５名のうち４名に出席いただいており、半数以上の出席があ

りますので、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第１０条第２項に基

づき、会議は成立しております。 

それでは、これより議事に入らせていただきます。 

これからの議事につきましては、進行を部会長にお願いしたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 
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○部会長  それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。委員の皆様、ご

協力をお願いいたします。 

 議題１の、平成２５年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価に入らせてい

ただきます。 

 はじめに、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの年度評価を行います。 

 では、説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局  それでは、ご説明させていただきます。資料４－１をお開きください。 

まず、１ページの「１ 基本情報」ですが、指定管理者は株式会社千葉マリンスタジア

ム、指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間となっており

ます。 

次に、「２ 管理運営の実績」についてでございます。 

まず、「（１）主な実施事業」の「① 指定管理事業」につきましては、ご覧のとおり

でございます。特に、１１月９・１０日に行われたコミュニティまつりでは、多くの近隣

住民の方にもお越しいただき、来場者が約３万人と盛況でした。 

「② 自主事業」につきましては、年間で１９事業が実施されており、各事業はご覧の

とおりでございます。計画事業については全て実施されており、新規の事業が５事業とな

っております。新規事業の内訳としましては、上から、№４・１２・１３・１６・１９と

なっております。№１９の「普通救命講習会」は、２４年度に真砂コミュニティセンター

で実施され、評価委員会にて学びを取り入れた自主事業として好評価であったことから、

２５年度より高洲コミュニティセンターにおいても実施されました。 

次に、「（２）利用状況」につきましては、平成２５年度の利用者数は１１３，５４１

人で、前年度比で９７．７％でした。また、稼働率は４５．１％と、昨年度よりも向上し

ております。 

これは、平成２５年１１月から施設予約システムが導入され、インターネット上からの

予約が可能になったこと、利用者のニーズを踏まえた多種多様な自主事業を実施し、利用

者サービスの向上に努めていること、稼働率の低い諸室を利用した自主事業を展開してい

ることによるものと考えられます。 

次に、「（３）収支状況」につきましては、利用料金収入が計画額以上であったものの、

支出が上回り、全体の決算額はマイナス９５万２，０００円となっております。 

支出の内訳ですが、事務費につきましては、光熱水費が計画に対して約１３０万円増加

し、また、サーバーの更新費用や経年劣化した印刷機のメンテナンス費用により賃借料が

増加しました。管理費につきましては、施設の老朽化に伴い計画外の小破修繕が生じたた

め、増加しております。自主事業につきましては、実施している事業の多くが収益を目的

とせず、利用者サービスの向上や稼働率向上を目的としており、計画より多くの事業を実

施したことに伴い支出が増加しました。 

次に、「（４）指定管理者が行った処分の件数」、「（５）市への不服申立て」、「（６）

情報公開の状況」については、ご覧のとおりでございます。 

次に、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでございます。 

まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果」についてでございます。 

１回目は、自主事業で参加者から好評を得ている「骨盤健康体操」の参加者に自主事業
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に関するアンケート調査を実施しました。 

調査の結果といたしましては、約９割が千葉市の広報誌である「市政だより」にて事業

内容を知ったと回答しております。また、実施を希望する事業として、約６割がストレッ

チや運動教室といった健康維持・増進に関する事業と回答しており、これを踏まえ、利用

者ニーズに応じた新規の自主事業を企画・検討しております。 

２回目は、市内の全コミュニティセンター統一のアンケート調査を実施しました。 

調査の結果といたしましては、「普通」以上の回答が過半数を超えており、概ね良い評

価をいただいております。予約方法に関する満足度が低くなっておりますが、昨年度と比

べて改善しており、これは昨年１１月より導入された施設予約システムにより、インター

ネット上から施設の利用予約が可能になったことによると考えられます。 

また、「③アンケートにより得られた主な意見、苦情とそれへの対応」ですが、まず、

「空調設備の老朽化」への苦情に対しましては、来年度に改修工事を予定しており、現在、

実施設計を行っております。その他、今年度中に「外壁・屋上防水改修工事」を実施予定

であり、今後も緊急度の高い設備から優先的に改修に努めてまいります。 

 次に、「スタッフの接遇」への苦情に対しましては、接遇マニュアルを活用し、所長よ

り全職員へ随時指導を実施しました。 

 次に、「鍵の貸出しを臨機応変にしてほしい」との苦情につきましては、鍵の貸出しの

際に返却時間を伝え、スムーズな鍵の貸出しに努めました。 

 次に、「施設の床や廊下、備品が汚い」との苦情に対しましては、長年の汚れについて

は清掃しても落ちない状況ではありますが、清掃に努め、また優先度の高い備品から順次

購入しております。 

次に、「（２）市に寄せられた意見、苦情」ですが、市長への手紙は６件寄せられまし

た。 

まず、「太鼓の音がうるさい」との苦情が寄せられたことに対しては、利用団体に対し

て、太鼓に布をかける、窓を閉める、防音性の高い諸室を利用してもらうよう提案し、騒

音対策を講じております。さらに、隣接している部屋の利用者に事前に説明し、状況に応

じて空き部屋を利用してもらうよう対応しております。 

次に、「施設予約システム」への苦情につきましては、導入経緯や利用方法を説明し、

了承を得ました。 

次に、「自主事業の一環で設置しているパソコンに、プリンターを接続してほしい」と

の要望に対しましては、指定管理者と協議し、当面の間は事務室にて有料で、パソコン画

面の印刷を受付けることとしました。 

次に、「施設周辺の除雪作業」への苦情につきましては、大雪後の除雪作業が施設職員

だけでは間に合わず、地域振興課職員も協力し、早急に除雪作業を行いました。 

次に、「４ 指定管理者による自己評価」につきましては、 

施設管理運営については、インターネット予約システムを活用し、施設の利用促進が図

れた。維持管理については、市との連携により修繕を実施し、利用者の満足を高めること

ができた。事業運営については、多世代交流を意識した事業内容を展開し、計画以上の実

績を上げることができた と自己評価しております。 

次に、４ページをご覧ください。「５ 市による評価」ですが、評価は、３段階評価の
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真ん中であります、「Ａ」といたしました。 

理由としましては、管理運営については事業計画どおり実施されていたこと、市と連絡

調整を図り老朽化した施設の修繕に努めたこと、利用者ニーズに応じた新規の自主事業を

展開したこと、親まで参加できる事業を取り入れるなど、多世代交流を考慮した事業展開

への努力がみられたことによるものでございます。 

「履行状況の確認」につきましては、ご覧のとおりでございます。 

履行状況欄の点数を３点とした項目の主なものとして、「（１）市民の平等な利用の確

保 施設の適正な管理 その他市長が定める基準」の真ん中、「モニタリングの考え方 施

設使用後のアンケートの実施」がありますが、鍵の受渡しの際に「施設利用報告書」を配

布し、常に利用者から意見を得られる体制をとっています。 

その５つ下、「リスク管理の考え方 職員への AED 講習」がありますが、千葉市防災普

及公社の協力により、参加者と一緒に職員も講習を受けており、評価を「３」としており

ます。 

５ページの「市からの受託事務 コミュニティまつりの実施」がありますが、こちらは

二日間で累計３万人が来場し、施設内でのサークル成果の発表、屋外でのダンス、演奏、

ミニ電車や昔遊び、模擬店、フリーマーケットなどで賑わい、仕様、提案を上回る実績・

成果がありましたので「３」としております。 

「（２）サービスの向上」の中の「利用者支援 備品等の貸し出し」がありますが、昨

年度に空調が２回緊急停止した際に、扇風機を購入し無料貸出しを実施するなど、迅速に

対応したことから評価を「３」としております。 

その２つ下、「地域の文化資源、人材等の情報発信」がありますが、太巻き寿司教室や

観音様の手彫り教室などの自主事業において、地域の人材を講師として招き、新規事業の

開拓に努めています。また、正面入り口の花壇は、地域住民のボランティアにより整備さ

れており、千葉市主催の「花壇コンクール」にて入賞されたことを評価し、「３」として

おります。 

「（３）施設の効用の発揮 施設管理能力」の中の６ページ真ん中、「施設の保守管理

の考え方 駐車場管理業務の実施」がありますが、駐車場に人員を配置し、常時誘導を実

施しております。また午前・午後・夜間と１日に３回巡回を実施し、４時間以上の駐車に

ついては張り紙により注意・警告しており、千葉西警察と協力して無断駐車の取締りに努

めていることから、評価を「３」としております。 

１点とした項目は、５ページの「（３）施設の効用の発揮 施設管理能力」の中の中段、

「利用促進 幼児室の利用促進」ですが、図書館と連携した「読み聞かせ」を幼児室で実

施しているものの、自主事業である「幼児室ビデオ貸出」事業の利用者が０であるため、

事業の内容の見直し等を検討していただきたく、「１」としております。 

その他の項目においては、概ね仕様、事業計画通りの実績・成果が認められ、管理運営

が良好に行われておりましたので、「２」と評価いたしました。 

よって、３点とした項目は１２項目、２点とした項目は６４項目、１点とした項目は１

項目でございます。 

したがいまして、６ページにございます、全ての項目の評価の平均としては、２．１点

となっております。 
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指定管理者評価シートの説明につきましては、以上でございます。 

○部会長  ありがとうございます。 

 ただいま施設所管課から説明がありましたが、年度評価では指定管理者の倒産、撤退の

リスクを把握することとなっております。 

これから計算書類等をもとに、指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことに

なりますが、一部の資料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情

報公開条例第７条第３項に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条ただし書

きの規定により、ここからの会議は非公開といたします。 

なお、その後に行います指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の

方策、また改善を要する点等に関する意見交換については、再び公開といたします。 

現在、傍聴人の方はおりませんので、このまま続けさせていただきます。 

それでは、委員より、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等をもとにご意見を

いただきたいと思います。 

 

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に 

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

 

○部会長  財務状況については、私と事務局にて調整し、本部会の意見をまとめていき

たいと思います。 

 それでは、次に行う指定管理者の施設管理運営のサービス水準の向上、業務効率化の方

策、また改善を要する点等に関する意見交換については、公開といたします。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けさせていただきます。 

○委員  利用状況に関しまして、稼働率が上がっているのに対し利用者数が減っている

理由についてご説明いただきたいのですが。 

○事務局  稼働率と利用者数は比例の関係にはありませんので、例えばサークルの団体

数が増えていても、団体の所属人数が減っている場合は、稼働率が増えても利用者数は減

ることがあります。 

○委員  はい。わかりました。 

○委員  自主事業に関してですが、やはりマイナスが出ていますね。これは毎年このよ

うな状況になっているのですか。 

○事務局  はい、サービス向上や稼働率向上を目指しており、利益を目的としていない

ためです。 

○委員  利益を目的としなくとも、自然と利益が出るような、そういった事業をやはり

選択することがいいと思うのです。というのは、そうすると市への還元が増えてきますの

で、やはりただ漠然と自主事業を実施するのではなく、ある程度利益が出るような事業を

行ってほしいというところです。 

○部会長  先ほどの委員のコメントに補足するような形ですが、私の手持ちの資料では、

平成２４年度の利用者の目標値が８万５，７３０人で、平成２５年度になると８万９，０

１５人。４，０００人の伸びを目標値として挙げていますが、株式会社千葉マリンスタジ

アムは、こちらの管理をして長いですよね。 



 

 ―８― 

○事務局  そうですね。２期目になります。 

○部会長  ２期目にも関わらず、この数値の設定の仕方というのは、少し合点がいかな

い部分があります。少し見積りが甘いかと、機械的に対応し過ぎているのではないかと思

います。ですから、もしかすると毎年、計画性もなく運営されているのではないかとの疑

問も生じます。 

 先ほど委員からもご説明があったとおり、この会社は年間１，３００万円程しか利益が

出ないのですが、それが収支実績で、マイナス９５万２，０００円という赤字を計上して

います。大体、利益の１０％弱です。ですから、この会社にとっては、進んで引受けたい

事業ではないというような見方もできます。 

もしくは、資料４－３「収支決算書」支出の内訳に、本社費だと思われる一般管理費が

ありますが、これだけの金額を計上しているにも関わらず、本社の指導力が低いのではと

の見方もでき、その点で、この会社の本気度に少し疑問が生じます。 

確かに、公益性を考えて、指定管理者事業で営利重視の姿勢をとらないことは結構です

が、会社の状況や施設の存続を考えると、もう少し計画性を持って望んでいただきたいと

思います。 

○委員  株式会社千葉マリンスタジアムは、同様の施設管理運営業務をどの程度こなし

ているのでしょうか。 

○部会長  事業報告書にありましたが、東日本テルウェルの受託事業があります。 

○事務局  京葉銀行プラザもあります。 

○部会長  当初の実施計画書と実施報告書を比較してみると、清掃費９８０万円が年度

予算で計上されていますが、決算額は１，０００万円となっており、事業計画書２４ペー

ジ「再委託業務」の清掃業務が、株式会社マイスターエンジニアリングで９４５万円とな

っています。 

これだけの赤字を出すような指定管理者事業をしているのであれば、見積合わせなどに

より管理経費の軽減に努めてはと思います。そのような点で、少しずさんさが目立つかな

という印象を受けました。 

これについては、他区でも同様に見られますが、何か違う意図が働いているのではない

かと疑いを招くように思います。 

○委員  この役員構成だと、実際に決められる人がいないような感じもしますね。 

○部会長  続けて申し上げますと、前回までの部会の意見を受けて、自主事業において

新規事業を加えていったという点は評価したいと考えております。 

 ご説明にあったとおり、自主事業の４・１２・１３・１６・１９番目が新規事業であり、

バランスで見ますと、利用者へ配慮した各種様々な事業や普通救命講習のような公益性の

高い事業を実施しており、これにつきましては、この施設の意図を考えていると理解して

おります。 

それから、これは仕方のないことかもしれませんが、資料４－１の「３ 利用者ニーズ・

満足度等の把握」についてアンケート調査を実施していますが、回答者の特性が、女性９

１％で、６０から７０代の方々となっています。もう少し、他の意見を拾うことは難しい

のでしょうか。 

○事務局  諸室の貸出しの際に、鍵と一緒にサークル団体の人数分のアンケート用紙を
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お渡ししていますが、実際に使用している方々の多くがこのような属性ですので、どうし

ても片寄りが出てしまいます。 

○部会長  やはり、もう少し違った、色々な意見が欲しいとは思います。どのようなニ

ーズがあり、どういうことを発掘していくかといった意見が欲しいなと。無理であれば仕

方がないのかもしれませんが。 

○委員  それは、なかなか難しいでしょうね。利用者以外に呼びかけるという手段があ

まりないと思いますし。 

○部会長  そうですね。 

他には、アンケートによって得られた主な意見・苦情等を見ても、指定管理者の責めに

帰すようなことというのはあまりないかと思います。 

プリンターの設置については、無料とすると大変なことになりますので、そこまでこち

らが無理強いすることはしないものとは考えております。 

○事務局  今のところ、パソコン画面の印刷の利用はありません。 

○部会長  市による評価に移ってよろしいでしょうか。市のモニタリングに対する当部

会の意見を、これから交換していきたいと思います。 

 利益が１，３００万円程しか上げていないところで、９５万２，０００円の赤字を出し

ていますが、「Ａ」と評価した根拠は何でしょうか。 

○事務局  赤字の金額は大きいですが、実際その内訳を見てみますと、光熱水費の値上

りや経年劣化による修繕の増加、自主事業の拡大など、当初の計画では予測できなかった

ことによるものであり、指定管理者の責めに帰すようなものではないと考えます。 

○部会長  清掃費が高過ぎますよね。 

○委員  見積りを取らないと。 

○事務局  そうですね。毎年１社と契約をしておりますが、契約方法についての市から

の定めがありませんので。 

○委員  市では見積りを取らないのですか。 

○事務局  市では取りません。それも含めて委託しています。 

○部会長  赤字は指定管理者側で負担することにはなるとは思いますが、そうだとして

も無駄なコストや不明なコストの費目が多く、経営の放漫度が目立ちます。 

○委員  やはり、大企業や市役所のＯＢの方々だけの役員だと、どうしてもこのような

現象が起こります。 

○部会長  長年にわたり管理運営をしているにも関わらず、事前の計画と実績の乖離が

これ程大きいのは、取り組みに対する真摯さに疑問を覚えます。こういった業者がこの事

業の継続にいつまで関われるのかなとは思います。 

○委員  京葉文化プラザであれ程赤字を出しているのは、大きな典型ですよね。 

○部会長  それから、幼児室の稼働率を高めてほしいとのことですが、それは美浜区の

実情を考えたときに、妥当なコメントなのでしょうか。 

 高齢化率の伸び率が今後高いと言われている地域ですから、新規に幼児室を使われるよ

うな、若い子育て世代の方々がいらっしゃるのでしょうか。 

○事務局  ０歳から５歳児の割合ですが、高洲・高浜地区で大体人口の約４．３％とな

っています。 
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○部会長  働くお母さんは保育園に連れていくでしょうから、ここを利用するという条

件は何でしょうか。 

○事務局  真砂コミュニティセンターの幼児室の利用率は高洲コミュニティセンターよ

り高くなっておりますが、真砂・磯辺地区の幼児の割合は約３．９％と高洲・高浜地区よ

り低いことから、真砂コミュニティセンターでは地域の実情を踏まえた工夫をしているの

ではないかと思います。 

○委員  高洲地区と真砂地区では、老人ホームのような施設は結構あるのですか。特別

養護老人ホームはないと思いますが。 

○事務局  特別養護老人ホームはありません。 

○委員  特に、高洲地区の人口の構成からして、老人ホームのような施設を視野に入れ

た方がいいのではないかと思いますね。 

○部会長  もしかすると、子どもを抱えている若い子育て世代に、ここの知名度が浸透

していないという可能性もありますよね。他にも、幼児室のビデオ鑑賞のビデオがマンネ

リで、面白いものがないという可能性もあります。いずれにせよ、何らかの工夫が必要で

すよね。 

○事務局  そうですね。 

○部会長  高齢化が進んでいく中で、さらなる頑張りをお願いしておきたいと思います。 

 それから、アンケート結果の中で、希望する自主事業にスポーツイベントといった回答

が多くありましたが、これについてはどのような形で地域ニーズを反映させているのか把

握していますか。 

○事務局  資料４－１の１ページの自主事業５番目「骨盤健康体操」がかなり好評でし

て、毎回満員で、抽選で漏れてしまうような方がいらっしゃるので、このような方々を対

象とし、内容を少し変えた新規事業を、今年度から実施しております。 

○部会長  平成２４年度は、骨盤健康体操は２月６日、１３日、２０日の３回実施して

いますが、それが年間行事になったのですか。 

○事務局  そうです。２カ月を１サイクルとし、年間６回開催しています。 

○部会長  地域の実情に合わせ、地域ニーズを反映させたという面では、いい評価です

ね。 

○委員  対象の年齢層はどのくらいの方ですか。 

○事務局  年齢層は、先程のアンケートでもあったように高齢の方々が主な対象ですが、

もう少し激しい運動を取り入れて、若い方々を対象とした新規事業も実施しています。 

○部会長  サークル化には至らないのでしょうか。やはり専門のトレーナーがいなけれ

ば難しいのでしょうか。 

○委員  そうでしょうね。 

○事務局  地域の方が講師として活動してくださっていますが、サークル化には至って

いません。ただ、サークル化を目指し、自主事業を展開しております。 

○部会長  他にいかがでしょうか。 

○委員  資料４－３の８ページに、高洲コミュニティセンターで事故が発生したとの記

載があります。平成２５年１１月９日に利用者が転んで怪我をしたとのことですが、特に

このような高齢者が集うような施設の場合、指定管理者が事故の責任を法的に問われる可
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能性が非常に高いので、このような段差などには非常に気を配らないと、もっと大きな事

故が起こった場合に、責任をとらされる可能性がありますので気をつけた方がいいかと思

います。 

○事務局  わかりました。 

○委員  ７８歳の女性となると、転ぶ可能性はあるでしょうね。 

○部会長  そうですね。 

○委員  特に高齢者の利用が多い施設ですので。 

○部会長  コミュニティまつりの来場者数は、どう捉えているのでしょうか。全市的に

統一しているのでしょうか。 

○事務局  統一はしておりません。施設ごとです。 

○部会長  他区では４，０００人や６，０００人で、こちらは３万人となっており、少

し乖離が大きいですね。美浜区だけ実数で３万人来場したとなると、他区はどうなってい

るんだというようなことになりかねないと思いますので「延べ人数」など、少し書き方を

工夫した方いいかと思います。 

それから、雇用の考え方は提案書どおりではありますが、やはり市内雇用や障害者雇用

への配慮、男女共同参画の推進については、雇用人数が通常の事業所に比べると断然多い

ですから、それを考慮しますと、「３点」と評価してもよいのではないでしょうか。 

○事務局  障害者雇用の方は、障害等級１級でペースメーカーが入っていらっしゃる方

です。 

○部会長  そのような方々が働く場所を見つけることは、なかなか難しいですから。 

他に意見等ございますか。いかがですか。 

（なし） 

○部会長  委員の皆様から様々な意見を出していただきました。 

 施設管理の運営のサービス水準、業務の効率化の方策、改善を要する点等の皆様からの

意見につきましては、今後、部会長と事務局で取りまとめ、前回同様にファックスやメー

ル、書面等で確認いただきたいと思います。それをもちまして、本部会の意見を取りまと

めていきたいと思います。 

 では、以上で高洲コミュニティセンターの質疑応答につきまして、終わりとさせていた

だきます。 

（異議なし） 

○部会長  続きまして、真砂コミュニティセンターについて、事務局からご説明をお願

いいたします。 

○事務局  それでは、説明させていただきます。資料５－１をお開きください。 

まず、「１ 基本情報」ですが、先程ご説明した高洲コミュニティセンターと同様です

ので、省略させていただきます。 

次に、「２ 管理運営の実績」についてでございます。 

まず、「（１）主な実施事業」の「① 指定管理事業」につきましては、ご覧のとおり

でございます。コミュニティまつりでは、高洲コミュニティセンター同様、来場者が約１

万２，０００人と盛況でした。 

「② 自主事業」につきましては、年間で２４事業が実施されており、各事業はご覧の
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とおりでございます。計画事業については全て実施されており、新規の事業が６事業とな

っております。新規事業の内訳としましては、上から、№１１・１３・１８・１９・２０・

２１となっております。№１１「そば打ち講習会」・２０「居合の教室」・２１「中華ま

ん講習会」は、新規サークルの設立を目指し、基礎から学べる講習会を自主事業として実

施しました。また、№１３「防災講習会」は、SL 災害ボランティアネットワークの協力に

より、学びを取り入れた事業として新規に実施いたしました。№１８「ピラティス」・１

９「コロコロ体操」については、利用者から好評で毎回満員となっている№８「骨盤健康

体操」の対象でない年齢層をターゲットとして展開し、利用者ニーズに合わせた事業を実

施しました。 

№７「名画上映会」は２４年度から開始した事業ですが、２５年度からは上映会の前に、

自治会長が認知症などの地域で起こっている問題について講演する場を設けるなど、地域

との交流を積極的に行っております。 

次に、「（２）利用状況」につきましては、平成２５年度の利用者数は１１０，８８６

人で、前年度比で１０７．２％です。また、稼働率につきましても５３．４％で、昨年度

よりも向上しております。 

これは、平成２５年１１月から施設予約システムが導入され、インターネット上からの

予約が可能になったこと、利用者のニーズを踏まえた多種多様な自主事業を実施し、利用

者サービスの向上に努めていること、稼働率の低い諸室を利用した自主事業を展開してい

ることによるものと考えられます。 

次に、２ページをご覧ください。「（３）収支状況」につきましては、利用料金収入が

計画額を下回ったものの、自主事業における収入が計画額を上回り、支出についても計画

額を下回ったことから、全体の決算額は１２０万４，０００円のプラスとなっております。

支出の内訳ですが、事務費につきましては、印刷を外注から直営としたことで印刷製本費

が減少しております。また、OA 機器類のリースアップにより、賃借料が減少しております。 

次に、「（４）指定管理者が行った処分の件数」、「（５）市への不服申立て」、「（６）

情報公開の状況」については、ご覧のとおりでございます。 

次に、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでございます。 

まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果」についてでございます。 

１回目は、自主事業で参加者から好評を得ている「ノルディックウォーキング」の参加

者に自主事業に関するアンケート調査を実施しました。 

調査の結果といたしましては、１回あたりの費用５００円については「普通」との回答

が約７割でしたが、満足度は高く、参加者のほとんどが今後の参加を希望しております。 

２回目は、市内の全コミュニティセンター統一のアンケート調査を実施しました。 

調査の結果といたしましては、「普通」以上の回答が過半数を超えており、概ね良い評

価をいただいております。予約方法に関する満足度が低くなっておりますが、昨年度と比

べて改善しており、これは昨年１１月より導入された施設予約システムにより、インター

ネット上から施設の利用予約が可能になったことによるものと考えられます。 

また、「③アンケートにより得られた主な意見、苦情とそれへの対応」ですが、まず、

「冷暖房の温度調節ができない」との苦情に対しましては、指定管理者が扇風機を購入し、

無料貸出しにて対応しました。 



 

 ―１３― 

次に、「施設予約システムの方法がわからない、窓口が混み合う」との苦情につきまし

ては、窓口が混み合う抽選日のスタッフ増員、所長による職員研修の実施により、円滑な

受付処理を心掛けました。 

次に、「スタッフの接遇への苦情」に対しましては、接遇マニュアルを活用し、所長よ

り全職員へ随時指導を実施しました。 

 次に、「鍵の貸出しを臨機応変にしてほしい」との苦情につきましては、鍵の貸出しの

際に返却時間を伝え、スムーズな鍵の貸出しに努めました。 

次に、「床が汚い、清掃が不十分」との苦情に対しましては、清掃業者に対し、清掃作

業後の確認を徹底するよう対策を講じております。 

次に、「音楽の音がうるさい」との苦情に対しましては、防音性の高いホールを使用し

てもらい、隣接している部屋の利用者に事前に説明し、状況に応じて空き部屋を利用して

もらうよう対応しております。 

次に、「（２）市に寄せられた意見、苦情」ですが、市長への手紙は２件寄せられまし

た。 

「自主事業の一環で設置しているパソコンに、プリンターを接続してほしい」との要望

に対しましては、指定管理者と協議し、当面の間は事務室にて有料で、パソコン画面の印

刷を受付けることとしました。 

次に、４ページをご覧ください。 

「４ 指定管理者による自己評価」につきましては、 

まず、施設管理運営については、インターネット予約システム導入に伴い、利用者と協

力して円滑な運営ができた。事業運営については、地域と連携したコミュニティまつりを

運営でき、また自主事業においても計画以上の実施により稼働率向上に繋がった。維持管

理については、ビル管理会社や市との連携により、適切な管理ができた と自己評価して

おります。 

次に、「５ 市による評価」ですが、評価は、３段階評価の真ん中であります、「Ａ」

といたしました。 

理由としましては、管理運営については事業計画どおり行われていること、事業委員会

やサークル交流会など様々な行事を開催し事業運営を行ったこと、利用者ニーズに応じた

自主事業を展開し、新規サークルの設立に努めたことによるものでございます。 

「履行状況の確認」につきましては、ご覧のとおりでございます。 

履行状況欄の点数を３点とした項目の主なものとして、「（１）市民の平等な利用の確

保 施設の適正な管理 その他市長が定める基準」の真ん中、「モニタリングの考え方 施

設使用後のアンケートの実施」がありますが、イベント毎にアンケートを実施し、事業企

画に活用しております。 

５ページの「市からの受託事務 コミュニティまつりの実施」がありますが、こちらは

二日間で累計１万２，０００人が来場し、施設内でのサークル成果の発表、屋外での近隣

の幼稚園によるダンスや中学・高校・大学生による演奏会、ミニ電車や模擬店などで賑わ

い、仕様・提案を上回る実績・成果がありましたので「３」としております。 

「（２）サービスの向上 利用者サービスの向上 図書室の利用時間延長、貸出中図書

の予約サービス」では、常時職員を配置し、夜９時まで開所しており、蔵書数約３万冊の
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うち貸出冊数が約７万冊、貸出人数が約４万７，０００人と多くの利用があったこと、ま

た人気本の予約ができることや夏休みの課題図書の貸出期間が延長できることから、評価

を「３」としております。昨年度ご質問がありました購入図書数ですが、２５年度は８４

１冊、寄贈図書は３５２冊となっております。 

「（３）施設の効用の発揮 施設管理能力」の中の「利用促進 ＨＰの更新」につきま

しては、自主事業や図書室新着本についてブログを新設するなど、常に新しい情報を発信

しており、評価を「３」としております。 

５つ下「幼児室の利用促進」では、「千葉市子ども読書活動推進計画」に基づき、２４

年度より地域で活動している団体と協力して乳幼児への読み聞かせを開始し、２５年度か

らは月に１回定期的に開催していることを評価し、「３」としております。 

６ページ、「自主事業の効果的な実施 特定の年代や性別に偏らず、世代間交流を考慮

した事業」につきましては、自主事業「七夕まつり」にて老人会の協力により、昔遊びを

子ども達へ伝承するなどの多世代交流を図り、約１７０人の来場者で賑わったことから、

評価を「３」としております。 

その他の項目においては、概ね仕様、事業計画通りの実績・成果が認められ、管理運営

が良好に行われておりましたので、「２」と評価いたしました。 

よって、３点とした項目は１４項目、２点とした項目は６１項目でございます。１点と

した項目はございません。 

したがいまして、６ページにございます、全ての項目の評価の平均としては、２．２点

となっております。 

指定管理者評価シートの説明につきましては、以上でございます。 

○部会長  それでは、指定管理者の財務状況につきましては、先ほどの高洲コミュニテ

ィセンターと同じ指定管理者ですので、省略させていただきます。 

 次に、真砂コミュニティセンターについて、指定管理者の施設管理運営のサービス水準

の向上、業務効率化の方策、また改善を要する点等について、指定管理者評価シートを基

に、委員の皆様からご意見を賜りたいと存じます。 

 何かご意見等はございませんか。 

 では、資料５－１から順に進めていきたいと思いますが、真砂コミュニティセンターの

事務局からの説明から、こちらはなかなか興味深いことをしているとの印象を受けました。

一つは、クラシック名画上映会にて、冒頭に社会教育的な公益性の高いプログラムをうま

く盛り込んでいることです。単独ではなく、映画上映会という娯楽的な要素も取り入れて

おり、工夫されています。 

 また、先ほどご説明があったとおり、こちらは図書室がありますね。 

○事務局  はい。 

○部会長  指定管理者が年間８４１冊購入しただけではなく、寄贈もしていただいてい

るのですよね。 

○事務局  そうです。 

○部会長  やはり寄贈してもらえるような存在になっているというのは、大変名誉なこ

とと受けとめております。そのような点では、指定管理者の真砂コミュニティセンターを

担当されている方々の努力の足跡が大いに認められるという印象でございます。 
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また、自主事業の中には、地域のニーズを的確に反映させて、スマイルピラティスや機

能改善コロコロ体操のように満員御礼で、そこからこぼれ落ちた方々のケアも考えなけれ

ばいけない嬉しい悲鳴が起きているような状況というのも、なかなかいいなと思います。

さらにこれがサークル化へと繋がっていくと、なおいいかと思います。 

そういった意味では、真砂コミュニティセンターでは、色々と工夫の足跡が見られます。

料理実習室では、中華まん講習やそば打ち講習会などの利用者のニーズを反映させた自主

事業を実施しており、それが稼働率の向上に結びつくには少し時間がかかるかもしれませ

んが、そのような指定管理者の積極的な努力は、評価に値すると受けとめております。 

収支実績もプラスになっており、自主事業の収入と支出の割合を見ても、過度に利益を

得ているような印象ありませんね。 

それから、５ページ目の雇用の考え方ですが、市内雇用が１６人中１５人、障害者雇用

はありませんが門戸は開いており、男女共同参画の推進についても１６人中１０人が女性

であることを考慮すれば、評価は３点でいいかと思います 

○事務局  そうですね。先ほどの高洲と同様、評価を「３」とするよう見直しを検討い

たします。 

○委員  やはり役員構成について疑問に思います。再委託業者を選択する決定権は誰に

ありますか。 

○事務局  現場の管理は所長になりますが、所長でも決定できない事項については、本

社と協議の上、決定しているかと思います。 

○委員  この役員の方が決定するのではなく、現場の責任者がきちんといるわけですか。 

○事務局  そうです。 

○委員  形式的かもしれませんが、この役員会に諮って実際に決断するということにな

りますよね。 

○事務局  そうですね。 

○委員  そうであれば、取締役や監査役の数が多過ぎると思います。現場に決定権のあ

る責任者がいるのであれば、役員が大勢いても決定が難しくなりますし、社長だけ、もし

くは２人程でいいのではないかと思います。 

○部会長  評価シートの５ページ目、図書室の利用時間延長とありますが、利用者の利

便性を考慮して、通常１７時までのところを２１時にしたとあります。この「通常」とは、

美浜図書館を基準とした場合という意味でしょうか。 

○事務局  これは、指定管理者募集要項等の中で、図書室の利用時間を１７時までとし

ていたことを「通常」と表現しております。募集要項等では１７時までであったところを、

２１時まで延長させる旨の提案書が出てきたところです。高洲コミュニティセンターに併

設されている美浜図書館との比較ではありません。 

○部会長  夕方から夜間にかけての方が、需要は多いですか。 

○事務局  実際に、利用は少ないようです。 

○部会長  利便性を考慮すると、駅から近いので、在勤者の方の利用があるかと思いま

したが。 

こちらの地域ニーズというのはありますか。例えば、違う区ですが、子どもの数が多い

ので、子どもに配慮した夏休みの取組みをしてほしいとの声が出ているようです。こちら
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ですと高齢者でしょうか。ただ、そればかりですと潜在的な需要を見逃してしまう場合も

ありますし、新規の利用者のニーズを発掘するために、どのような取組みがなされている

のでしょう。 

○事務局  利用していない方々から意見をいただく機会はなかなか無く、利用者の新規

開拓は課題となっています。中華まんやそば打ち講習会のように、基礎から学べて既存サ

ークルの活動に無いような自主事業を企画することで、新規の利用者を呼び込み、参加者

によるサークル化を目指しております。 

○部会長  いずれにしても、利用状況が１１万人の大台に乗りましたね。 

○事務局  ただ、同じ方々が定期的に利用しておりますので、延べ人数となります。 

○委員  我々のように現役で仕事をしているうちは、利用しづらいですね。 

○部会長  検見川地区サービスセンタービルの２フロアしかない場所で、利用者を増や

すことは結構大変なことと思いますので、１１万人の利用があったことは評価できます。 

○事務局  部屋数が少ないという理由がありますが、稼働率は市内の全コミュニティセ

ンターの中で最も高くなっています。 

○部会長  規模を小さくしてコンパクトにした方が、より地域性に合った取組みができ

るのですかね。コンパクトシティ構想には合致しますが。 

収支計算表を見ても、消耗品の支出額が計画では１００万円でしたが、実際には７８万

９０００円まで節約できており、その分他の支出に回しています。 

○事務局  そうですね。印刷を外注から直営で作成するようになったことで印刷製本費

も下がっており、全体的に支出額は計画よりも下回っています。 

○部会長 全体の決算額が１２０万円のプラスとなったのは、経費の縮小に努めた結果で

もありますね。 

○委員  利益の還元はいかがでしたか。 

○事務局  両施設とも同じ指定管理者ですので、合算した結果、利益が１００万円を超

えなかったため、市への利益の還元はありませんでした。 

○部会長  地域の方々から見て、真砂コミュニティセンターはどうでしょうか。 

○委員  両施設はまず部屋数が違います。それから、幼児室についても、高洲コミュニ

ティセンターには子育てリラックス館などが併設されており、幼児をサポートするような

体制ができています。さらに、近くにマリンピアという商業施設があり、そこでも子ども

を預ける場所がありますし、広場に大きな子どもの遊び場が設けられています。ですから、

幼児室の利用率に差が出てしまうのではないかと思います。それから、高洲コミュニティ

センターに併設されている図書館は、管理が別ですので、図書館の来館者数が含まれてい

ませんね。 

○部会長  そのような地域性が出ましたね。 

○委員  やはり役員の気質や性格にも地域性があると思います。それから、高洲コミュ

ニティセンターは、建物全体の管理をしていますので、老朽化による修繕費も嵩んでいる

と思います。 

○部会長  １件が２０万円を超えたら、市での修繕になりますよね。 

○事務局  そうです。 

○委員  金額が２０万円以上になると、市との交渉が必要となり、なかなか思うように
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修繕が進まないとの話も聞きます。 

○部会長  修繕費は真砂が９万円で高洲が５４万円となっています。各コミュニティセ

ンターの状況にもよりますが、修繕費が２７０万円の施設もありました。２０万円以下の

修繕が何件も発生することはありますので、それに比較すれば、今のところは発生してい

ないのか先送りにしているのかはわかりませんが、施設の老朽化については少し気になり

ます。 

○委員  真砂コミュニティセンターの方が新しいのですか。 

○事務局  高洲コミュニティセンターの翌年に開設されましたが、３３年経過していま

す。ただ、真砂コミュニティセンターの修繕は、主に市とまちづくり公社で行っています。 

○委員  高洲コミュニティセンターの建替え予定があると聞いたことがあります。 

○事務局  高洲コミュニティセンターは今年度、外壁・屋上防水工事を予定しておりま

す。また、空調設備の実施設計を行っています。真砂コミュニティセンターは、２８年度

に移転予定です。 

○部会長  真砂コミュニティセンターのオープンは、いつ頃の予定ですか。 

○事務局  ２８年４月にオープン予定です。 

○部会長  そのときにまた、要因が変わってきますね。 

○事務局  そうですね。 

○部会長  今のところ特に改善点が出ていませんが、何か、皆様から改善すべき点があ

りましたら教えていただきたいのですが、よく検討しているなというのが率直の評価です。 

引き続き、地域のニーズをくみ上げながら、よいまちづくりに貢献していただきたいと

いう激励にも似たコメントで、まとめさせていただきたいと思います。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございます。 

 高洲コミュニティセンターと同様に、こちらの真砂コミュニティセンターに関する意見

の取りまとめについても、部会長と事務局で調整し、まとめさせていただきたいと存じま

す。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  それでは、施設所管課におかれましては、本部会で委員の皆様から示された

意見を、今後の施設の運営管理に十分反映していただきたいと思います。 

 以上で、指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての審議は終了いたしま

す。 

 最後に、議題の２、その他ですが、事務局で何かございますか。 

○事務局  今後の予定について、ご説明させていただきます。 

 資料６をご覧ください。 

 本日、委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、部会長さんから選定評価

委員会の会長さんにご報告をいただき、その後、会長さんから市長宛に委員会の意見とし

て答申をしていただくという流れになります。 

 この委員会の答申を受けまして、施設所管課が委員会のご意見を指定管理者評価シート

に記載し、９月上旬までに市ホームページに掲載し、公表するとともに、指定管理者へ通

知いたします。 
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 また、今回の部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同様に市ホーム

ページにて公表する予定でございます。 

 なお、会議録につきましては、後日委員の皆様にご確認をお願いいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  只今の事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はございますか。 

（なし） 

○部会長  特に無いようですので、皆様からのご協力によりまして、本日の議事は全て

終了しました。ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○司会  長時間にわたり、慎重なご審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会、第１回美浜

区役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。お疲れさまでございました。 


