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平成２８年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第２回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２８年７月１３日（水） １３：３０～１６：３０ 

 

２ 場所：千葉市議会棟３階 第３委員会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

   稲垣 總一郎委員（部会長）、潮来 克士委員（副部会長）、鏡 諭委員、 

金子 林太郎委員、早川 恒雄委員 

（２）事務局 

   原市民自治推進部長、丸島生活文化スポーツ部長、山根市民総務課長、 

宮本市民総務課長補佐、尾崎主査、横山主査、大嶋主任主事、宇野澤主任主事、 

丸木主任主事、山本主事 

   坂本市民自治推進課長、竹田主査、橋本主事 

青木文化振興課長、渡邊文化振興課長補佐、吉野主査、西田主任主事、 

須藤主任主事 

 

４ 議題： 

（１）平成２７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 

（２）千葉市民活動支援センターの指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する

事項について 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）平成２７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 千葉市民ギャラリー・いなげ 

  平成２７年度に千葉市民ギャラリー・いなげ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 千葉市美術館 

  平成２７年度に千葉市美術館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。 

ウ 千葉市文化交流プラザ 

  平成２７年度に千葉市文化交流プラザ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。 
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エ 千葉市中央コミュニティセンター 

  平成２７年度に千葉市中央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）千葉市民活動支援センターの指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する

事項について 

  次期指定管理者の選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について、審議した。 

（３）今後の予定について 

  今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 

（４）その他 

  議事録の公開について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過： 

○宮本市民総務課長補佐  それでは、定刻となりましたので、ただいまから「平成２８

年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回市民・文化部会」を開会いたします。 

 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まして、誠にありがとうご

ざいます。私は、本日の進行を務めさせていただきます、市民総務課の宮本でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

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

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

なお、現在のところ傍聴人の方はいらしておりません。 

 それでは、委員の方のご紹介ですが、前回の部会から変更がございませんので、恐れ入

りますが、お手元の「市民局指定管理者選定評価委員会第２回市民・文化部会」とタイト

ルのある青いファイルの資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会

委員名簿」をもちましてご紹介にかえさせていただきます。 

 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。 

生活文化スポーツ部長の丸島でございます。 

 千葉市民ギャラリー・いなげ、千葉市美術館及び千葉市文化交流プラザを所管します、

文化振興課長の青木でございます。 

 千葉市中央コミュニティセンターを所管します、市民総務課長の山根でございます。 

 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、開会に当たりまして、生活文化スポーツ部長の丸島からご挨拶を申し上げま

す。 

○丸島生活文化スポーツ部長  生活文化スポーツ部長の丸島でございます。 

 本日は、委員の皆様方、お忙しい中、当部会にお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。また、日頃より市政各般にわたりましてご支援、ご協力を賜りまして、お礼を

申し上げます。ありがとうございます。 

 昨年度は、今年から管理運営しております、新たな指定管理者の選定をしていただきま

してありがとうございました。おかげさまをもちまして、今年度から指定管理者が変わっ
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た施設もございますが、今のところ３カ月間、順調に事業者の移行も済みまして、事業も

滞りなく進んでおりますことをご報告申し上げます。 

 本日は、指定管理者が変わらなかった施設の２７年度の年度評価と、市民活動支援セン

ターの新たな指定管理者選定に関わります募集条件と審査基準等に関する審査でございま

す。 

 本日も長時間になり大変恐縮ではございますが、よろしくご審議をお願いしたいと思っ

ております。 

 簡単ではございますが、私の挨拶は以上とさせていただきまして、本日の進行をよろし

くお願いいたします。 

○宮本市民総務課長補佐  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。 

 まず、ファイルに綴じていない資料で、Ａ４サイズの「次第」「席次表」「会議資料一

覧」がございます。なお「席次表」につきましては、会議の途中で職員の入替えをさせて

いただきますので、２枚となっております。 

 その他にファイルが２冊ございますが、「会議資料一覧」に沿って確認をさせていただ

きます。なお、事前にお送りした資料では、１冊となっておりますので、ご了承ください。 

 それでは、まず、「市民局指定管理者選定評価委員会第２回市民・文化部会」とタイト

ルのある青いファイルをお開きいただきまして、資料１が「千葉市市民局指定管理者選定

評価委員会第２回市民・文化部会進行表」。資料２が「千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会市民・文化部会委員名簿」。資料３－１から資料３－４は、千葉市民ギャラリー・

いなげの平成２７年度評価に関する資料で、４種類ございます。資料３－１が「指定管理

者評価シート」、資料３－２が「事業計画書」、資料３－３が「事業報告書」、資料３－

４が「計算書類等」でございます。資料４は、千葉市美術館の平成２７年度評価に関する

資料。資料５は、千葉市文化交流プラザの平成２７年度評価に関する資料。資料６は、千

葉市中央コミュニティセンターの平成２７年度評価に関する資料でございまして、枝番号

の１から４につきましては、資料３の市民ギャラリー・いなげと同様となっております。 

 なお、資料４の千葉市美術館につきましては、資料３の市民ギャラリー・いなげと同一

の指定管理者であることから、資料４－４の計算書類等は重複いたしますので、添付は省

略しております。また、資料５－４、千葉市文化交流プラザの計算書類等につきましては、

共同事業体であるため、①、②、③と構成員ごとに資料がございます。 

 続きまして、資料７－１から資料７－５は、千葉市民活動支援センターの指定管理者の

募集に関する資料で、５種類ございます。資料７－１が「募集要項（案）」、資料７－２

が「管理運営の基準（案）」、資料７－３が「指定申請書類（案）」、資料７－４が「基

本協定書（案）」、資料７－５が「選定基準（案）」でございます。次に、資料８が「指

定管理予定候補者選定の流れ」でございます。 

 続いて、参考資料についてです。事前にお配りしている資料では同じファイルに綴って

ありますが、本日用意した資料では別冊とさせていただいており、透明な表紙のファイル

となっております。参考資料１は「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」。参考資料２は「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（平成２２年７月１６日千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事
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項）」。参考資料３は「部会の設置について（平成２４年７月２４日千葉市市民局指定管

理者選定評価委員会議決事項）」。参考資料４は「市民・文化部会で審議する公の施設一

覧」。参考資料５は「千葉市情報公開条例及び施行規則 抜粋」。参考資料６は「千葉市

民活動支援センター設置管理条例・管理規則」でございます。 

 以上をお配りしております。不足等がございましたらお申しつけください。よろしいで

しょうか。 

 それでは、続きまして、会議の成立についてご報告いたします。本日は、全委員さんに

出席いただいておりますので、「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１１条第７項において準用する第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

行を稲垣部会長さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。ご協力のほ

どよろしくお願いします。 

 始めに、議題１の「平成２７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」に入らせていただきます。事務局から説明をお願いします。 

○山根市民総務課長  市民総務課の山根でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず始めに、本日の年度評価について、簡単にご説明をさせていただきます。 

 先ほど、丸島からも話がありましたが、昨年度、この市民・文化部会におきまして２８

年度から指定管理者となる候補者を選定していただき、その結果、市民ギャラリー・いな

げ、美術館、文化交流プラザ及び中央コミュニティセンターは、引き続き同じ団体が管理、

運営することとなりました。 

 そこで、これら４施設につきましては、前指定管理期間である平成２７年度分の年度評

価を実施することで、皆様のご意見等を本年度からの管理、運営へ反映していきたいと考

えており、ご審議をお願いするものでございます。どうぞ忌憚のないご意見をお願いいた

します。以上です。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、千葉市民ギャラリー・いなげについて、施設所管課から説明をお願いします。 

○青木文化振興課長  文化振興課の青木でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、千葉市民ギャラリー・いなげについてご説明をさせていただきます。 

 資料３－１の「指定管理者評価シート」をご覧ください。 

 まず「１ 基本情報」の欄をご覧ください。指定管理者は公益財団法人千葉市教育振興

財団、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。なお、平成２８年度からの本施設の指定管理者については、平成２７年度の選定

評価委員会でご意見をお伺いの上、非公募により同財団を継続して指定しております。 

 次に「２ 管理運営の実績」についてご説明いたします。まず「（１）主な実施事業」

につきましては、市からの委託料による指定管理事業と、自主財源等により実施する自主

事業で構成されております。それぞれの事業概要はご覧のとおりとなっております。施設

の貸出し業務の他に、ギャラリー事業として企画展の開催が指定管理業務となっており、

自主事業といたしましては、版画ワークショップ、茶道に親しむ会、写真講座などのイベ

ントを実施いたしました。 
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 続きまして「（２）利用状況」についてですが、「①利用者数」は、ギャラリーの展示

室の入場者、制作室の利用者、そして旧神谷伝兵衛稲毛別荘の入館者の合計で、２７年度

は４万９，４８９人でした。利用者数が４万８，６４２人だった２６年度と比較しますと、

８４７人の増加となっております。また、２７年度の目標人数である４万５，４１１人を

４，０７８人ほど上回っております。「②稼働率」でございますが、展示室（３室）は、

１００％となっております。制作室（３室）は４１．６％と、前年並みとなっております。

続きまして「（３）収支状況」についてですが、収入においては概ね計画どおり、支出に

おいては全て計画額の範囲内となり、この結果、収支は１５７万５千円のプラスとなって

おります。「（４）指定管理者が行った処分の件数」は１，５１３件でした。「（５）市

への不服申立て」と「（６）情報公開の状況」の文書開示申出につきましては、実績はご

ざいませんでした。 

 続きまして「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」につきましては、まず「（１）指定

管理者が行ったアンケート調査の結果」をご覧ください。「①アンケート調査実施内容」

に記載のとおり、５０６件の回答がございました。「②調査の結果」をご覧ください。清

掃の状況、窓口、受付の対応について、いずれも９０％が「良い」という回答であり、多

くの来場者に満足をいただいております。「③意見、苦情」の項目では、皆様からの要望

に対し、可能な範囲で対応しており「（２）市に寄せられた意見、苦情」等は特にござい

ませんでした。 

 次に、「４ 指定管理者による自己評価」につきましては、市と密接に連絡をとりなが

ら、地域アートの拠点として、公平・平等に開かれた施設運営が出来たと評価しておりま

す。 

 「５ 市による評価」につきましては、利用人数、稼働率が年々増加していること、ま

た、展示事業や講習会の参加者も当初の見込みを上回っており、千葉にゆかりの作家の展

示を行うなど施設の魅力が伝わるよう工夫していること、また、地域との連携に積極的に

努めていることから「Ａ」と評価しております。 

 最後に「履行状況の確認」につきましては、概ね仕様、計画通りの実績・成果が認めら

れましたので、全て「２」と評価いたしました。 

 これらの各項目の点数を合計しますと、４４項目８８点、平均が２点となっております。 

 指定管理評価シートの説明につきましては以上でございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 ただいま所管課からご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、本施設の指定管理者である公益財団法

人千葉市教育振興財団については、計算書類等は公表されており、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は含まれていないと判断されるため、公開のままで会議

を続けます。それでは、公認会計士である潮来委員より、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。 

○潮来委員  資料３－４をご覧ください。 

 最初に、平成２８年３月３１日現在の貸借対照表は、１ページ、２ページが正味財産増

減計算書、３ページがそれに続いています。その後に内訳表とか続いていますけれども、
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まず、１ページの貸借対照表をご覧ください。 

 「資産合計」が、６億２，６００万円、内訳は「流動資産」が、２億４，９００万円で

「固定資産」が３億７，７００万円です。それに対して、負債の部の「負債合計」が２億

６，２００万円で、それを差し引いた「正味財産合計」が、３億６，４００万円でござい

ます。この３億６，４００万円は、正味財産としては、総資産に対しての半分以上を占め

ておりますので、財務的には安定している内容だと思います。あと、資産合計６億２，６

００万円のうち、大きなものは「現金預金」が１億６，２００万円、それから、「投資有

価証券」が１億９，３００万円、「退職給付引当資産」が１億５，２００万円ということ

です。 

 現金預金は、机の上に置いてあります財産目録、それをご覧いただければと思いますが、

流動資産のうち現金預金に関しては、京葉銀行その他運転資金として、１億２，３００万

円です。それから、投資有価証券１億９，３００万円に関しては、固定資産の内訳の中に、

基本財産の投資有価証券で利付の国庫債券１億９，３００万円ということで、これも問題

のない運用先だと思います。 

 したがいまして、資産内容としては問題なく、正味財産も十分ありますので、倒産、撤

退のリスクというのはないと考えます。以上です。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの財務状況のご意見について、委員の皆様から何かご質問等はありますか。 

○早川委員  全く問題ないというご判断で全く問題ないと思いますが、野次馬的な根性

で資産の内容を見ていくと、投資有価証券額面差額調整預金がちょっと分からないのです

が。投資有価証券が減って、現金預金が減って、その代わり特定預金が増えたというのは

何か意図があるのですか、それとも、たまたまそうしたのですか。項目というか、これが

入れ替わっているだけで、全体としては何ら問題ないと思うのですが、何か目的があって

投資対象を変えたのかどうか。これは、指定管理者に聞かないと分からないですよね。 

○潮来委員  普通よくある話ですけど、多分、退職金の特定資産を、退職金が増えたこ

とによって、預金の一部を特定引当資産へ振り替えて、結果的に投資有価証券の一部が減

ったりとか、あるいは、預金が減ったりとかいうことであって、全体としては変わらない。 

○早川委員  変わっていないですよね。 

○潮来委員  表現の仕方というか、振替の種類によってということだと思います。退職

給付引当金が黒字額７２１万円ほど増加して、この分の財源として預金をとっておかなき

ゃいけない。それを退職給付引当資産としてその分を増加させたことによる、その財源を

他から持ってきたと。 

○早川委員  要するに、有価証券と預金になっていると、こういうことですよね。 

○潮来委員  そうですね。有価証券の一部がそうなっていることなどが考えられると思

います。多分ですが、意図はないと思います。こういう財団とかでは、よくある話かと思

います。 

○稲垣部会長  他に、気になるということはございませんか。 

○早川委員  従来、制作室の利用人数が低いですが、今度は上がっているんですよね。

これは非常に評価して良いのではないかと。展示室がうんと回転率が良いというのは昔か

らですが、この資料を見てみると、制作室の利用率があまり高くなかったところから、六
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十何％に、倍ぐらいに上がっていると。 

○青木文化振興課長  一部展示室として働きかけた為上がったものだと思います。 

○早川委員  制作する方が増えたということではないと。 

○青木文化振興課長  はい。 

○稲垣部会長  この件について、他に何かありますか。よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  今のお話は、提出された財務関係資料に基づく、現在のご意見というこ

とですが、財務状況は良好であり、倒産のリスクはないと判断される。こういうご意見で

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、次に、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ついて、指定管理者評価シートをもとに、委員の

皆様からご意見を伺いたいと思います。何か意見はございますか。 

○早川委員  花壇ボランティアというのが出ているのですが、この活躍の程度というの

は、お庭を含めて全部をボランティアでやっているということですか。どういう方々がや

ってくれているのですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ご近所、周りの方と聞いています。芝生とか、松とか、

そういうものは専門の方に依頼しますが、それ以外のものについては。 

○早川委員  ボランティア。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。また、池の掃除とかもします。ギャラリーの前に

ちょっとした池があって、コイが泳いでいますので、たまには掃除をしないといけません。

そういったものもお願いしております。 

○稲垣部会長  本当にそういうのは良いことですよね。 

○早川委員  良いことですよね。 

○稲垣部会長  よく飛騨高山とかああいうところに行くと、ボランティアの元校長先生

みたいな人が案内してくれるじゃないですか、諏訪大社だとかああいうところに行ったら、

説明してくれる。そういう人をどんどん活用していければ良いですよね。こういうところ

もボランティアがちょっと手助けしてくれれば。 

○青木文化振興課長  観光協会にまち歩きを案内するボランティアがおりまして、市民

ギャラリー・いなげと、あとはゆかりの家ですとか、この辺を案内するボランティアさん

がおります。 

○稲垣部会長  これからはそういう時代ですよね。美術館にはそういうボランティアみ

たいな人が、ちょっと中で解説というか、あんまりうるさければ困るけれど、適度にやれ

ると良いですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  美術館のほうも二、三十人いらっしゃり、やっていただ

いています。 

○早川委員  芸術ボランティアと書いてある、そのことですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○稲垣部会長  やっているのを「２」とするか「３」にするかで、全体像をよく見ると、

ちゃんとやっているなという感じがしますよね。 
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何か、この点が足りないとかがあればおっしゃっていただければ。 

○金子委員  強いて言えば、評価シート３ページに「４ 指定管理者による自己評価」

という欄がありますけど、他の施設に比べると少しここの記述が少ないように思いますの

で、もう少しここを充実させていただけると。問題なく運営されているので、そんなに書

くこともないのかもしれないですが、他の施設のシートに比べると少し少ないので。 

○稲垣部会長  トータルの人数が少ないということですか。 

○金子委員  記述の量ですね。２行しか書いていないというのは、問題ないという意味

でしょうけれども。 

○稲垣部会長  もうちょっと具体的に、膨らませて。 

○金子委員  そうですね。そういう記述があっても良いのかなと思いますので。 

○稲垣部会長  稼働率が１００％で来ていると、もしこのままどんどん希望が増えてき

たら、逆に利用できないという不満が出てくるのでしょうね。１００％ということは、１

２０％の２０％が入り切らない数字が出てくるわけだから。そういう、ありがたい不満が

出れば良いですけど。 

○丸島生活文化スポーツ部長  県立美術館が工事中のときには、やはりここに結構来て、

相当の数の方がやはり使えない状況があって、そのときはかなりご不満がありました。今

はまた向こうがオープンしたので多少落ちついている状況ではありますが、何回申し込ん

でも当たらないという方がやはりいらっしゃいます。 

○金子委員  アンケートで、苦情とまでは言わないですけども、「予約のとり方を変え

てみたら」とか、そういった意見も出てきているので、１００％落ちついているというこ

とは、いろいろ工夫をして、均等に利用ができるというか、そういう工夫もされてもいい

のかなと思います。現状のまま理解してもらっているというような書き方が、２ページの

苦情とその対応のところに書いてあるんですけども。 

○稲垣部会長  アンケートって結構、苦情じゃなくて前向きな提案も結構ありますよね。

そういうのをうまく、いっぱい皆さんから声が集まればいいですよね。こういうふうにし

たらもっと良いんじゃないかという提案ね。アンケートのとり方も不満とか何かというよ

り、そういう提案型のアンケートが増えれば建設的ですよね。 

 特にないでしょうかね。全体的には。 

○潮来委員  そうですね。良くやっていらっしゃる。 

○稲垣部会長  施設の規模などからいっても、うまくいっているような感じがしますけ

ど。 

○潮来委員  制作室のところは、もうあんまり変わりようがないんですよね。大きく稼

働率を上げるとかといっても、そんな手はないですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  和室があって、和室の利用率が低いというのがやはり良

くないと思いますけれども、そうじゃないところは、展示室代わりに使っていただけるの

で。やはり、和室が使い勝手が悪いという状況があります。 

○稲垣部会長  コミュニティセンターはどこでも、和室がネックですよね。 

○早川委員  将来的には展示室に作り替えちゃったっていいわけでしょう。柱全体を壊

すのは問題があると思うけど、こっち側のほうは構わない。 

○丸島生活文化スポーツ部長  千葉市の財政状況が良くなれば。 
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○早川委員  そういうこともあると。記憶に間違いがなきゃ、展示室を通って入るよう

な格好になっていたと思うんですよね。だから、どっちにしても、そこの奥に畳があると

使いにくいですから、広げちゃうということは、将来としては考えられることですね。財

政状態が良くなればということで。 

○稲垣部会長  では、まとめさせていただきます。 

 まず一つは、ボランティアを活用して花壇の整備、なかなかいい方法で評価できる。二

つ目は、指定管理者による自己評価が他と比べると簡潔過ぎるので、もう少し詳しく書く

ようにしてもらったほうが良い。三つ目は、予約がとれない部屋があるので均等に予約で

きるように手法の検討に努められたい。四つ目、アンケートを利用して改善するように図

られたい。 

 こういったご意見をいただきましたので、これを部会の意見とさせていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市民ギャラリー・いなげの指定管理者の行

った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくということ

になりますが、詳細については私と事務局にて調整させていただくということでよろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございます。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、千葉市美術館について、施設所管課から説明をお願いします。 

○青木文化振興課長  それでは、千葉市美術館についてご説明をさせていただきます。 

 資料４－１の「指定管理者評価シート」をご覧ください。 

 まず、「１ 基本情報」の欄をご覧ください。指定管理者は公益財団法人千葉市教育振

興財団、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。なお、平成２８年度からの本施設の指定管理者については、ギャラリー・いな

げと同じように、平成２７年度の選定評価委員会でご意見をお伺いのうえ、非公募により

同財団を継続して指定しております。 

 次に、「２ 管理運営の実績」についてご説明をいたします。まず、「（１）主な実施

事業」につきましては、市からの委託料による指定管理事業と自主財源により実施する自

主事業で構成されております。それぞれの事業概要はご覧のとおりとなっております。施

設の貸出し業務の他に、多くの美術品の管理業務、展覧会事業や講演会、ワークショップ

などの教育普及事業などのソフト事業が指定管理事業の主なものとなっております。 

 自主事業といたしましては、友の会の運営の他、美術館の認知度・利用度の向上を目的

としたイベント事業を行って、また、科学館・郷土館・近隣の商店街などと地域連携を行

っております。また、友の会につきましては、美術館のファンの規模の裾野を広げるため、

平成２８年度からは自主事業ではなく、市が実施を義務づける指定管理業務の企画提案業

務として運営しております。 

 続きまして、「（２）利用状況」についてですが、「①展覧会入場者数」は、企画展と

所蔵作品展の入館者数の合計で、２７年度は１６万２，７４２人でした。入館者数が前年
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度と比較すると１万６，７７０人増加しており、２７年度の目標である１４万２千人を２

万７４２人上回っております。②の貸出し施設の稼働率でございますが、市民ギャラリー

の稼働率が前年に比べ２３．２％と大幅に減少しております。２６年度まで千葉市美術協

会が実施しておりました千葉市美術協会特別展が、平成２７年度より実施されなくなった

ことが一因として考えられます。それを除きますと、講座室の稼働率は多少下がったもの

の、さや堂、講堂においては前年を上回る実績となっております。 

 続きまして、「（３）収支状況」ですが、収入におきましては、利用料金が計画額に対

して８２．２％、自主事業が計画額に対して９４％となっております。支出においては、

ほとんどが計画額を下回っており、支出全体の合計は計画額に対して９６．５％となって

おります。しかし、管理費のみ計画額に対して１４５．４％と突出しております。これは、

市民ギャラリー・いなげと美術館の指定管理者であります教育振興財団に対し、指定管理

を他に行っております生涯学習センターの管理費の決算額の取り扱いについて、平成２６

年度に実施しました包括外部監査により寄せられた意見を反映したため、２７年度の決算

額が計画額を大幅に上回る結果となっております。内容といたしましては、法人の決算関

係資料に記載されております生涯学習センターに配賦された管理費の決算額よりも、財団

が指定管理事業について市へ報告した管理費が多かったため、双方の考え方を一致させる

よう求められたものでございます。この包括外部監査の意見を受け、財団で平成２７年度

の管理費の考え方を整理し、決算額が計画額を大幅に上回ることとなりました。 

 次に、ページをおめくりいただいて、２ページ「（４）指定管理者が行った処分の件

数」は、使用許可３８３件、作品の写真撮影などの特別利用許可８７件で、不許可処分は

０件でございます。「（５）市への不服申立て」、「（６）情報公開の状況」の文書開示

申し出につきましては、いずれも実績はございません。 

続きまして、「３  利用者ニーズ・満足度等の把握」につきましては、まず、

「（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果」をご覧ください。①アンケート調査

の結果は、１，９７７件の回答がありました。②の調査結果をご覧いただきますと、アか

らエの各展覧会の結果を集計したもので、オの感想につきましては、展覧会ごとの結果が

記載されております。いずれの展覧会におきましても、約８０％の方が大変よかった・期

待以上、あるいは、よかった・期待どおりと回答しており、来場者の満足度が高くなって

おります。 

 ページをおめくりいただき、３ページ、③の意見、苦情の項目では、展示作品のそばに

ある作品名や作家名に、ふりがなを振ってほしい、文字を大きくしてほしいなど細かな要

望が寄せられております。全体の展示構成を見ながら、可能なものに関しては対応をして

おります。 

 また、次の「（２）市に寄せられた意見、苦情」では、美術品の管理や職員の対応につ

いてなど３件のご意見を頂戴いたしました。より細やかな管理体制を心がけるよう、職員

に対する指導を行っております。 

 続きまして、「４ 指定管理者の自己評価」につきましては、指定管理者は、各業務の

成果を細かく分析しておりますが、開館２０周年であったことから、企画展全てを開館２

０周年記念として実施し、広報活動にも努めた結果、全ての企画展の観覧者が１万人の大

台を超えるなど、入場者数が目標を大きく上回ったことについて高く評価をしております。 
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 続きまして、「５ 市による評価」につきましては、概ね基準や計画どおりの実績・成

果が認められ、管理運営が良好に行われていることから、「Ａ」と評価しております。 

 続きまして、「履行状況の確認」につきましては、概ね仕様、事業計画どおりの実績・

成果が認められましたので、全て「２」と評価いたしました。 

 最後に、これらの各項目の点数を合計しますと、４５項目９０点、平均で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。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、まず、指定管理者の財務状況に関してですが、先ほど評価しました千葉市民

ギャラリー・いなげと同じ指定管理者ですので、これを省略いたします。 

 指定管理者の施設管理運営のサービスの水準向上、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もとに、委員の皆様からご意見を伺いたいと

思います。 

○早川委員  ちょっと質問ですが。収支のところでマイナスになっていますよね。 

○潮来委員  はい。 

○早川委員  学芸員を増やしたりしたから、その人件費で増えちゃったのかと思ったら、

決算処理上の問題がある。 

○潮来委員  管理費の話ですか、今の。 

○早川委員  はい。それは、こうやって表すのですか。美術館単体でやって、会計処理

の変更によるものを注意書きで書いたほうが分かり易いですよね。ありのままというか、

処理前のもので書いておいて。 

○潮来委員  説明をちゃんとここに、１項目か何かを加えたほうが良いのかもしれない。 

○早川委員  これで構いませんけどね。そのほうが、見た人は分かり易いですよね。 

○潮来委員  そうですね。 

○早川委員  本当はよくやって、ちゃんと成果が上がっているんだけども、こういう決

算処理上の問題があったからこうなっていますよと言ったほうが、我々素人には分かり易

い。 

○潮来委員  ただ、こういうフォームでできているんですよね。 

○早川委員  なんでしょうね。チェックもできているんでしょうね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。これも書式で統一しているものです。 

○早川委員  どうしようもない。 

○潮来委員  だから、どこかに入れないといけないわけですよね。分かりにくかったこ

とは確かです。 

○早川委員  さっきの説明にもあったように、従来余り伸びなかったさや堂とか講堂の

利用者が増えたというのは、非常に努力をなさっているということがうかがえて、よろし

いと思います。特に当館としては快挙であるということで、ご自分でもかなり高く評価し

ているということは、いいことではないかと。 

○丸島生活文化スポーツ部長  昨年は特に２０周年ということで、企画もかなりやりま

したので、入館数もかなり多かったものですから。 

○稲垣部会長  今の点の他に何か、運営そのものについて何か。 
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○鏡委員  アンケートというか、意見、苦情の中に、恐らくこの三つの意見だと思いま

すけど、美術品の管理と職員の対応についての苦情で、対応について指導し管理について

は指紋拭き取り等機敏な対応に努めているというふうに書いてあるけど、これは何ですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  これは、展示品を入れるケースがありまして、ケースに

指紋がべたべた付いていて、それを係員に丁寧に拭き取りなさいというような苦情があっ

たものです。 

○鏡委員  周りということですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  展示ケースでのぞくのがあって、それについて。実は、

定期的には拭き取ってはいるのですが、やはりどうしても、触る方がいらっしゃるとどう

しても指紋がついてしまいます。それが気になる方がいらっしゃって、その方に対して、

拭いている職員が「いや、拭いていますよ」とかと言ったので、苦情があったということ

です。 

○鏡委員  分かりました。 

○稲垣部会長  所蔵品なんかも、時々出るのは良いことは良いですけど、見直してみる

となかなかいいですよね。企画展と関係なしに時々、おまけに出ているじゃないですか。

これが意外にいいですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  企画展に関連した所蔵作品展を。 

○稲垣部会長  ちょっと、最後に出してというのが。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。出させてもらいました。 

○稲垣部会長  アイデアだなと思いますよね。 

 ただ、あちこち回遊式にしようとすると、ここの美術館はちょっと足回りが悪いから、

よそから来た人は、千葉駅からどうやって歩くのというと、ちょっと。ここを目的で来る

人は良いけど、ついでに回るには立地が良くないですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ですから、現時点では、パッケージツアーみたいなもの

を作ろうというようなアイデアはあります。 

○稲垣部会長  マイクロバスみたいにグルっと回ってくれれば良いですけどね。電車で

移動してきた人にはとてもじゃないけど。 

○早川委員  各階をエスカレーターでつなぐ。お金の問題は別で、構造的にできますか。 

○潮来委員  エスカレーターをつくるということですか。 

○早川委員  はい。今、ワンフロア見終わると下がって、というふうになっていますよ

ね。あれは、エスカレーターが入ると、さらに見やすくなると思うのですが、建物の構造

上できるのかなと思って。 

○丸島生活文化スポーツ部長  なんとも言えないですね。 

○早川委員  できると、より素晴らしくなりますよ。大理石なんか、我々全く分からな

い人が見ても、良いと思うのが、ずっと階段にはめ込まれていますからね。ああいうもの

も、歩いていると夢中で見ている暇はないわけですけど。 

 これは余分なことですけれども、そういうこともどこか念頭に置いて。これも財政が良

くなった暁に。 

○稲垣部会長  説明の文字を大きくしてほしいというのは、高齢者が書いていますけど、

僕も高齢者ですけど、暗いから、長時間見ているとすごく疲れるんですよね。説明がすご
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く良いので、つい見たくなるのですが、読んでいると時間の経過とともに疲れてきますね。

そうすると、やっぱり字が大きいほうが楽ですね。薄暗いところで読むものですから。小

さい字だと、終わりごろ、もう疲れていて。それは高齢者かどうかじゃなくて、疲れると

いうことになりますよね。熱心にいっぱい書いてくれているから、つい読むほうも熱心に

読んでしまう。 

○金子委員  大学の新入生が無料で利用できるということになって、私の大学の学生も

たくさん行ってほしいなと非常に思うわけですけども、ポスターとかそういったものを大

学などにも送られているのか、入学式のときに市長に来ていただいて、ご挨拶の中で公共

施設や文化施設が無料で使えるという紹介をいただきました。去年、ドラッカーのときに

は、経営を学んでいる学生とか、是非ここに行ってほしいなと思ったりしていました。で

きれば、そういう制度があるということも含めて、大学にポスターとか、そういったもの

を定期的に送っていただけると、学校帰りに千葉でちょっと降りて、寄って帰るというよ

うな学生も出てくるかと思います。 

○青木文化振興課長  少しＰＲ不足のところはありまして。今年度、美術館でツイッタ

ーのアカウントを取るということを言っておりますので、是非、学生さんにフォローして

いただいて、随時情報をとっていただければなと思います。 

○丸島生活文化スポーツ部長  多分、新入生用に市のいろんな事業のガイダンス等がで

きる機会があれば、そういったご紹介をすると思うのですが、全部の大学まで行っている

かどうかはちょっと。 

○金子委員  学校との連携の中で、小・中・高校、それと大学としては千葉大学さんが

挙がっていますが、市内には他にも敬愛大学、千葉経済大学さんといろいろとありますの

で、そういったところとも連携がどれくらいの密度でできるかというのは、学部構成とか

あると思いますけれども、一般の学生にこういう施設に親しんでもらうにはもう少し余地

があるのではないかなというふうに思います。工夫をされることを期待したいと思います。 

○稲垣部会長  若い人に美術館に関心を持っていただかないといけない。美術館に行っ

ていると、やっぱり若い人の比率が少ないですよね。来ている人は、中高年者が圧倒的に

多いですよね。そこは問題ですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  企画の内容によると思うんですよね。比較的、現代美術

風ですと若い方のファンが多いですよね。それは、バランス良くやれば、対象者が増えて

いきます。それは美術館側も考えているとは思います。 

○稲垣部会長  こんなところでしょうか。よろしいですかね。 

（なし） 

○稲垣部会長  今、ご意見をいただきましたけど、主な意見をご紹介します。 

 評価シートの収支のマイナス部分が分かりにくいので、決算処理での問題であれば、別

紙にでも記載していただいたほうがありがたい。これが一つ。それから、企画展と関連し

た主力作品の展示は評価できる。それから、作品の説明の文字が大きいほうが見やすく、

疲れないので大きくするように努められたい。それから、学校との連携を図って、若い人

への美術館のアピールをするように努められたい。このようなご意見がありました、これ

を本部会の意見ということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○稲垣部会長  それでは、財務状況も含めて、千葉市美術館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の本部会としての意見をまとめていくということになりま

すが、詳細については、私と事務局にて調整するということでご承認お願いします。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。 

 では、次に、市の文化交流プラザについて、施設所管課から説明をお願いいたします。 

○青木文化振興課長  それでは、資料５－１「千葉市文化交流プラザ平成２７年度指定

管理者評価シート」をご説明させていただきます。 

 まず、「１ 基本情報」の欄、施設名は千葉市文化交流プラザでございますが、京葉銀

行が命名権を取得し、平成２０年度から施設愛称を京葉銀行文化プラザとしております。

命名権は、平成２６年度末で契約期限を終えましたが、命名権使用の優先交渉権を有する

京葉銀行が継続使用を希望しましたので、引き続き京葉銀行文化プラザの愛称が使われて

おります。 

 指定管理者は千葉トリニティ運営事業体で、公益財団法人千葉市文化振興財団、株式会

社千葉共立、そして代表企業の株式会社千葉マリンスタジアムの３社で構成されておりま

す。指定期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの３年間となってお

ります。なお、千葉トリニティ運営事業体は２７年３月までの前指定管理者であり、本施

設のあり方を検討するため、非公募で選定したものでございます。 

 次に、「２ 管理運営の実績」の「（１）主な実施事業」でございますが、指定管理事

業と自主事業の二つの事業に分かれております。本施設には音楽ホール、リハーサル室、

会議室、そして駐車場がございますが、指定管理事業では、これらの施設の運営業務、維

持管理業務、経営管理業務を行っており、自主事業ではホールを利用したコンサートなど

の文化事業、会議室と厨房を利用したケータリング、宴会事業などの実施、レストランの

営業などを行っております。 

 続きまして、「（２）利用状況」の「①利用者数」ですが、まず施設全体で見ますと、

平成２７年度からスパ・フィットネスが廃止されたため、前年度比５９．４％の施設利用

者が減少しております。スパ・フィットネス利用者を除いた利用者数は、平成２６年度と

２７年度を比較した場合は、ほぼ同数の利用者で推移しております。 

 各施設の利用者数の推移については、音楽ホールでは約６千名、会議室では約１，５０

０名増加し、リハーサル室では約１千名、レストランでは約５，５００名減少しておりま

す。音楽ホールでの利用者の増加については、指定管理者が主催や共催する事業の公演事

業に積極的に取り組んだことが増加要因の一因であると考えております。 

 一方で、レストランの利用者の減少につきましては、スパ・フィットネスの廃止により、

年間約１５万人の施設利用者が減少したことが大きく影響しているものと考えます。 

 また、「②稼働率」につきましては、音楽ホール、会議室、リハーサル室の全ての部門

において若干の増減はございますが、前年度とほぼ同程度の稼働率で推移しております。 

 次に、「（３）収支状況」についてですが、収入は４億８，８６６万９千円、支出は 

４億８，３７７万１千円と、当初計画より収入面で５，５３２万３千円の減収、支出では
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５，３００万３千円の支出減が生じており、収支決算は４８９万８千円の黒字を計上して

おります。 

 ページをおめくりいただいて、「（４）指定管理者が行った処分の件数」をご覧くださ

い。各施設の使用許可の総件数は、３，４６８件で、使用の不許可や制限を行ったものは

なく、また、「（５）市への不服申立て」もございませんでした。 

 次に、「（６）情報公開の状況」は、文書の公開、開示申出とも実績はございません。 

 続きまして、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）指定管理者が行った調

査の結果」は、ご覧のとおりでございます。「②調査の結果」は、２ページから３ページ

目にかけて抜粋で掲載させていただいております。利用者の方々の満足度を示す指標とし

て、「総合評価」及び「次回も利用したいか」という質問項目に対し、ホール・リハーサ

ル室・レストラン・ケータリング・会議室では、８５％以上の方から「やや満足」以上と

いう評価と「次回も利用したい」という評価をいただいております。 

 また、昨年度委員の皆様方からご意見をいただきました、ホール来場者へのアンケート

調査につきましては、２回に分けて調査を実施いたしました。 

 ３ページ目の「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、

「スタッフの対応が良かった」、「料理がおいしかった」などレストランやケータリング

事業に対する肯定的な意見が目立ちましたが、一部レストランの盛りつけや宴会メニュー

などに関するご指摘もいただいております。これらの指摘につきましては、スタッフミー

ティングなど対応しております。 

 また、「（２）市に寄せられた意見、苦情」ですが、平成２７年度に関しましては、市

長への手紙、Ｅメール、電話、いずれも実績はございません。 

 「４ 指定管理者による自己評価」ですが、指定の管理運営につきましては概ね計画ど

おり実施できたこと、自主事業については飲食事業で前年度比売り上げが１０％落ち込ん

だものの、文化事業においては年間１６回のコンサートを実施したことを評価しておりま

す。また、収支面では３期ぶりの黒字を計上したことについても評価をしております。 

 続きまして、４ページ目、「５ 市による評価」の欄をご覧ください。 

 まず、施設の指定管理事業につきましては、仕様、事業計画どおりの実績、成果が認め

られ、管理運営が良好に行われていると判断いたしました。 

 次に、自主事業ですが、興行企画・誘致業務につきましては、芸術文化公演の主催・共

催を積極的に行い、芸術文化活動の裾野拡大に貢献したものとして評価しましたが、飲

食・物販につきましては、宴会事業では２５年度から３期にわたり収支が悪化しているこ

とから、これまで以上の営業努力を行うよう指定管理者に指示しております。 

 また、施設全体の収支は３期ぶりの黒字を計上しましたが、これは宴会事業に支えられ

た結果であり、今後の宴会事業の業績次第では赤字化する危険性があると考えております。 

 以上、指定管理事業及び自主事業の評価を踏まえ、平成２７年度の年度評価は「Ａ」と

しますが、今後も指定管理事業・自主事業の両面において市民の文化の向上、福祉の増進

に寄与するため、現状に満足せず、更なるサービスの向上に努めることを期待しておりま

す。 

 引き続き、「履行状況の確認」ですが、ご覧のとおりでございます。各項目にわたりま

して、概ね仕様、計画通りの実績、成果が認められましたので、自主事業収入に関する収
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入見積の妥当性以外は全て「２」と評価いたします。自主事業収入に関する収入額の妥当

性につきましては、先ほどご説明をいたしましたが、スパ・フィットネス廃止による影響

があるものの、決算額が計画額に対して２６年度とほぼ同程度のマイナスであったことか

ら、評価を「１」とさせていただきました。 

 以上、４８項目の確認事項の履行状況を評価した結果につきましては、６ページ目にご

ざいますように、合計点数が９５点、平均点は２点となっております。平成２７年度指定

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。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の

財政状況等に関して意見交換を行うことになります。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号に該当する不開示情報と

なりますので、同条第２５条但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。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 それでは、公認会計士である潮来委員より、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。お願いします。 

（※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。） 

○稲垣部会長  帳簿を見る限り問題ないというご意見で、よろしいですか。 

○潮来委員  はい。 

○稲垣部会長  では、そういう結論でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  帳簿に基づく判断であるという前提ですけれども、それぞれ、撤退・倒

産のリスクはないというご意見でまとめたいと思います。よろしくお願いします。 

○早川委員  ちょっとよろしいですか。「５ 市による評価」のところ、飲食事業によ

って支えられていて、飲食事業がおかしくなっちゃうと赤字になっちゃうと。これはそれ

でこのとおりだと思うのですが、スパがなくなると遊びの収入はもちろん、音楽ホールの

利用より、飲食の方が多いとすると、飲食事業に支えられているのは当たり前ですよね。

だから、あそこをどうやってもっと充実させていくかということを考えなさいよ、という

方がむしろ良いのではないかなというふうに思います。 

 レストランのほうのアンケートが、みんな「おいしい」、「うまい」と書いてあります

が、あの上の会議室で会合をやりますが、その際出てくるものは本当に大変美味しくなく

て、二度と行こうという気にならないという笑い話があります。命名権を持っている会社

の人たちがあそこへ行って、「こんなところ二度と来ない」と言ったという噂があるぐら

いなので、やっぱりそういう面でもっと工夫したほうが良いと。要するに、飲食は付き物、

付属じゃなくて、もう中心ですよという考え方を出したほうがよろしいのではないかとい

うふうに思います。指定管理で飲食業をやるというのもおかしな話ですけども、そうじゃ

ないとああいう音楽ホールを維持できなくなってくると思います。 
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 多分、売り上げは、会場使用料より飲食の売り上げのほうが多いわけですからね。 

○稲垣部会長  次に、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を伺いたいと思います。今の早川先生の話はここ

に入りますね。 

○早川委員  先に言っちゃって申しわけなかったです。 

○丸島生活文化スポーツ部長  宴会場、料理に関するご意見は我々もいろいろと聞いて

おりまして、今、早川委員さんがおっしゃったように、そのような意見も結構ございます。

プラザのほうに言っているのですが、やはりなかなか今まで人員削減をしてきていて職員

が少ない面もありますし、厨房の人数も少ないというのもあります。なかなか難しい面が

あるようです。 

 ただ、我々に関しても、ちょっと営業努力が足りないのではないかなという思いがあり

まして、その辺がこのような記載の形になっているとは思います。 

○早川委員  ご案内のとおり、宴会部門はそこで宴会をやると想定してレストラン部門

ができていませんから、厨房部分は１階の奥でしょう。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○早川委員  ですから、５階、６階に全部上げなきゃいけないですよね。だから、その

ためにうんと人を雇ったらコスト高くなっちゃう。それから、温かいものが温かいままぱ

っと持っていくというのがなかなか難しい。冷たいものをそのまま持っていくのも難しい

という、その構造上の問題があるんですよね。だから、宴会部門で１階と同じように満足

させるというのは、もう大変難しいことだなというふうに私は思います。 

○稲垣部会長  確かにそうですね。やっぱり平面と上と違いますからね。 

○早川委員  １階レストランは奥が厨房で、ぱっと料理が出てきますから比較的評判い

いですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。料金もレストランのほうが少し安価な価格設定で

すが、やはり宴会ですとそれなりの金額になるので、その辺の問題もあります。 

○早川委員  結局何十人分とかを作っておいて、それから運びますから、どうしても召

し上がった方は「余り美味しくない」という意見になっちゃうのだと思います。これはも

うしようがないと思いますね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  工夫のし様はあるとは思いますけど。 

○潮来委員  そうでしょうね、工夫のし様は。 

○早川委員  工夫のし様はあると思いますよ。どういうものを出すかというふうに考え

れば良いですからね。 

○稲垣部会長  いろいろと戦略はあるかもしれないけど、それなりのスタッフの努力は

してほしいということですね。 

○潮来委員  普通に宴会場というかいろんな施設でも、厨房が１階とか地下にあって、

会場まで持って行って、その場で半調理というか半製品というか、すぐにぱっと温めて提

供することもありますよね。立食でやるのか着席でやるか、それはよく分かりませんけど、

いろんなケースがあるかもしれませんけど、その場で、火でちょっと温めるとか、やりよ

うはあるのではないかと。お客様の満足度を上げないとやはりいけないわけですもんね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  スパ・フィットネスの利用者が多かったので、スパ・フ
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ィットネスを止めたことによって、レストラン等の売り上げとか駐車場の売り上げも減っ

ているのですが、その分、手がかからなくなっているので、そういった方向に我々ももう

少し努力してもらいたいなとは思っております。 

○稲垣部会長  スパが無くなって来場者が減ってきているから、利用しない人が食べに

来てくれるようなレストランにしないと無理なはずで、来た人だけ相手しているのではじ

り貧ですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。そうだと思います。 

○稲垣部会長  音楽ホールとかについては良くやっていて、どっちかというとそこは問

題ないですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  もともとはやはり、音楽ホール自体は収益性がないので、

それは横ばいの状況であります。 

○稲垣部会長  結局、ここの弱いところは飲食関係ということですね、宴会と。 

○丸島生活文化スポーツ部長  その収益性のないものを、そういった飲食事業をやるこ

とによってカバーして運営していただくというのはそもそもの考え方ですので。こちらで

収益上がらなかったら音楽ホールの運営そのものも危うくなってしまうので、その辺はで

きるだけ我々も市として意見を言えるところは言っていきたいとは思います。 

○早川委員  今のこのアンケートを見ると、レストラン「初めて」という人が結構多い

ですよね。レストラン何度目ですかというと「初めて」という人が３９％ぐらい。だから、

そういう意味では立地が非常に良いわけですから。あとは、いつも言っているように入り

方、入り口を検討したらどうですかね。 

○潮来委員  外から入れるようにですよね。一回中へ入ってからレストランへ入るので

はなくてですね。 

○早川委員  一回入りますが、その入り口がまた狭くなっていてですね。普通、レスト

ランというのはもっと入り口が広くて、それですっと入れるので。 

○丸島生活文化スポーツ部長  毎回入りやすいようにとか、目につくように工夫しなさ

いと、早川委員さんからいつも言われております。 

○稲垣部会長  確かに、来た人だけを相手にしようとするから、中から入るようになっ

ていますよね。 

○早川委員  昔はそれで良かった。 

○稲垣部会長  関係ない人もあそこで食事に行こうと思うようにしなきゃいけないけど、

来た人を中心に考えちゃっていますよね。だから、入り口をみんなあそこの中から入るよ

うになっているし。 

○丸島生活文化スポーツ部長  スパ・フィットネスを止めたからこそ、尚更そういうお

客さんだけじゃなくて、通った人も呼び込めるような工夫が必要になってくると思います。 

○青木文化振興課長  あと、私も４月に異動してきて館内を案内していただいたんです

が、１階にレストランがあることは分かっていたんですが、２階に個室があることは分か

らなかったので、そういった小宴会も出来るんだよというようなＰＲもやはりしなくては

いけないというふうに思います。 

○稲垣部会長  本当にそうですね。１階だけで食べていると狭苦しいだけの印象しかな

いじゃないですか。上まであるなんて思わないですよね。僕ら案内されて行ったから、上
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にあるのが分かるけど。来た人というより、一般の人が休みの日にみんなで食事に来るぐ

らいの場所になってほしいですよね。 

○鏡委員  別の視点ですけども、今見た利用状況で、スパが廃止されたことに対する影

響というのはあると思いますが、とは言いながらも廃止するということを前提に２７年度

の目標とか、あるいは稼働率についても目標を立てていらっしゃいますよね。例えば稼働

率のところだと、目標を立てているにも関わらず音楽ホールとか、あるいは会議室ではマ

イナスであるという。それから、あとはその利用数にしても１００に届かないリハーサル

室とか、レストランがある。こういうマイナス要因があったときにこれを評価するシート

は、実は４ページ以降の資料にはないですよね。要は、その利用状況全体で目標を立てて

いながら、それを達成できていないということは、恐らく評価に影響するはずだろうけど、

項目を見るとそれがストレートに反映するものというのはないように思います。という点

は、やっぱりこれを作ったときの課題なのかなというふうに思います。これ、どういうふ

うに見たらいいですかね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ５ページ以降の事業運営のところの評価で、評価すると

いうふうにはなっていると思います。 

○鏡委員  だから、どれかが何かこういう、いわゆるマイナスをついたとすればどれが

マイナス評価になってもいいのかなというふうに、２点じゃなくて。それが次の継承とい

いましょうか、次に向かうためにやはりこれはきちんと評価したという形が、数字として

見えたほうがいいのではないかなというふうに思ったのですが、いかがでしょうか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  今回の私どもの評価は３段階評価になっておりますので、

余り細かい評価にしていないところがございます。したがって、今回下がったとはいえ

１％程度ですと「概ね計画とおり」という位置づけに判断させていただいて「２」という

評価になっていますが、例えば自主事業などは８５％ですので、評価は「２」ではなくて

「１」というような形に。これぐらいの差がつけば、評価「１」ということで良いと思う

のですが。現在の３段階の評価の中ではこういった形になってしまう。もし、鏡委員さん

のおっしゃるようなことであれば、もう少し評価の段階を細かく分けないと難しいかと。 

○鏡委員  一応目標を立てているので、それが達成できたかどうかというのは一つの基

準になるかなということなので、そこについてはそういう理由であるならば、ある程度の

この枠組みの中だったらいいんだよとかというふうに、説明いただくと分かり易いのでは

ないかという気がします。 

○丸島生活文化スポーツ部長  わかりました。 

○稲垣部会長  そうですね、今おっしゃるように点数に含まれていないけど、予定に届

かなかった面はもっと努力してほしいというような抽象的な意見を付加したほうがいいの

でご検討はいただいて。私もそう思ったけど、もともとそういうように分かった計画だっ

たにしては、ということですよね。点数まではいかないけど総合評価みたいな言葉で、も

うちょっと努力してほしいというような言葉にしても良いのかもしれないですね。 

○金子委員  例えば５ページの各事業運営の自主事業、レストラン事業、ケータリング

事業というのが「２」が付いていますけども、これは、実施はしたけど人が来なかった部

分が反映出来ていないということになるわけですよね。利用者数で見ると、レストランは

７６．２％という達成率になっているというところからすると、レストラン事業はやった
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けれども結びついていないというところで、上手く勧誘できていないというふうに考えて

もいいのかもしれないですね。ここは「１」というような数字を付けてもいいのかなとも

思いますけど。レストランを計画した時間開けていたということで「２」ということにな

っているのかもしれないですけど、それがちゃんと利用に結びついて、本当の意味できち

んと実施されたというような考えだとしてもいいのかなという。やれば良いというもので

はなくて、ちゃんと実質的にやるという部分を評価するとすれば。 

○潮来委員  ６ページの一番下のところに、やはり金額の総計画費で点数をつけるとこ

ろがありますよね。ここに稼働率も加味するか、あるいは別の項目で同じものができるの

か、それはやはり様式の問題か、あるいはここの説明書きに収入もそうだし計画案、稼働

率もこうだというようなことで説明も併せて、結果として２点とか結果として１点とか、

そんなようなことも工夫されるのも一つかもしれませんね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  金子委員さんのおっしゃる通り、６ページは金額面しか

見ていないので、金額だけではなくて実際に何の企画か事業内容をよく判断をして、その

５ページのほうを見ていいのかというような、やはり次回にはそこまで考えて評価したい

とは思っています。 

○潮来委員  稼働率も必要だろうし、金額ももちろん、収支も必要だろうし、いろんな

見方というかポイントがあると思うので、それらを併せて何か点数というのが必要なのか

なと、そんな感じはしました。 

○山根市民総務課長  ご指摘のとおり、この評価シート自体の構造の問題もあるのかも

しれません。役所的な待ちの姿勢というのがちょっと、にじんでいるのかなという気もし

ます。 

 ただ、今期の指定管理者の評価シートにつきましては、募集の時に成果指標、数値目標

というような提案をいただいておりまして、それに対して成果指標の達成率であるとか、

あるいは計画と実績の差とか、その要因分析、そういったところを書く欄がある評価シー

トになるという予定でございますので、今のものよりは若干、成績といいますか利用の実

態について評価できるようなシートになるのではないかというふうに考えております。 

○鏡委員  今年度ですか。 

○山根市民総務課長  ２８年度の評価分からです。 

○鏡委員  今後に期待します。 

○稲垣部会長  他には何かご意見、ご質問とかありますか。 

○早川委員  やっぱり当たり前のことですが、レストラン部門とかああいうところを充

実させて、先ほど部長さんがおっしゃったように音楽ホールの運営を維持していくという

仕組みを充実させるというのは必要でしょうね、これから。それじゃなきゃレストラン要

らないわけですから。 

○稲垣部会長  こんなところで大体出尽くしたといってよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、皆さまからの意見としましては、 

 一つ目、飲食部門、レストランも中心事業であると認識して、音楽ホールのみではなく

飲食事業関係についても事業展開するように努められたい。 

 二つ目、建物施設、人件費の問題はあるが、工夫して利用者の満足できるような飲食が
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提供できるように努められたい。音楽ホール等の利用者以外にも、近くを通る人が気付け

るような工夫をしてほしい。 

 それから、スパ廃止がわかっている上で利用状況全体の計画を立てながら、目標達成で

きていないことが評価シートの点数に表れていないので、言葉で努力するような評価内容

を記載するように図られたい、ということでよろしいですか。他にもうちょっと付け加え

たいということはありますか。よろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、これらを本部会の意見とすることにさせていただきます。 

 それでは、先ほどの財務状況を含めて千葉市文化交流プラザ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の本部会としての意見をまとめていくということになりま

すが、詳細については私と事務局で調整することでご承認いただければと思います。施設

所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営に十分

反映していただきたいと思います。 

 では、ここで１０分間の休憩をとりたいと思います。 

 再開は１５時１０分でお願いします。 

（休憩） 

○稲垣部会長  それでは、時間になりましたので再開します。 

○宮本市民総務課長補佐  ここで事務局職員の入替えを行いましたので、改めてご紹介

いたします。 

 市民自治推進部長の原でございます。 

 千葉市民活動支援センターを所管します、市民自治推進課長の坂本でございます。 

○稲垣部会長  それでは、千葉市中央コミュニティセンターについて施設所管課から説

明お願いいたします。 

○山根市民総務課長  よろしくお願いいたします。それでは、資料の６－１「平成２７

年度指定管理者評価シート」に基づきまして、中央コミュニティセンターのご説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１ページの「１ 基本情報」の欄ですが、施設名は千葉市中央コミュニティセン

ター、指定管理者はシンコースポーツ株式会社、指定管理期間は平成２３年４月１日から

平成２８年３月３１日までの５年間でございます。なお、先ほどの件と同様に、平成２８

年度から平成３２年度の５年間につきましても、同社が指定管理者として指定され、運営

を行っているものでございます。 

 次に、「２ 管理運営の実績」の「（１）主な実施事業」でございますが、中央コミュ

ニティセンターにはサークル室、講習室等の諸室、プール、体育館、柔道場、剣道場のス

ポーツ施設がございます。また、分室として松波分室がございます。「①指定管理事業」

では、これらの施設の貸出事業、維持管理業務を行っております。「②自主事業」につき

ましては、幼児から高齢者の方まで幅広く利用できるさまざまな教室を展開しており、平

成２７年度は全３４事業を実施いたしました。特に、水泳教室等のスポーツ教室は、毎年

好評を博しておりまして、施設の利用者数増加にも貢献しております。 

 では、２ページをお願いいたします。「（２）利用状況」の「①利用者数」ですが、中

央コミュニティセンターの平成２７年度の利用者数は２８万９，３６１人で、前年度より
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８，８７７人増、対前年度比は１０３．２％となっております。松波分室につきましては、

２７年度の利用者数は８，５７８人で、対前年度比は１２７．１％、１，８２８人の増加

となっております。続きまして、「②稼働率」につきましては、中央コミュニティセンタ

ーは３２．７％で前年度と比べて０．２ポイントの増加となっており、松波分室では３６．

６％で前年度と比べて７．１ポイントの増加となっております。次に、「（３）収支状

況」についてですが、収入は６，７７７万９千円、支出は６，９２５万８千円で、収支決

算額としては１４７万９千円の赤字となりました。赤字となりました主な要因といたしま

しては、利用料金収入が計画を下回ったこと、社員の昇進等に伴い人件費が増加したこと

などが挙げられます。次に、「（４）指定管理者が行った処分の件数」をご覧ください。

使用許可の総件数は１３万８，８４６件で、使用の不許可や制限を行ったものはなく、

「（５）の市への不服申立て」もございませんでした。次に、「（６）情報公開の状況」

はご覧のとおりでございまして、開示請求はございませんでした。 

 次のページをお願いいたします。「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の（１）指定

管理者が行った２回のアンケート調査の結果でございます。７月のアンケートは、この施

設において独自に受付、清掃、備品などについて調査したもの。１月は全部のコミュニテ

ィセンターで同じ項目をお尋ねしたものとなります。７月のアンケートでは、受付方法と

清掃に関しては概ね良好な評価をいただいております。また、備品に対する満足度の部分

はやや低くなっておりますけれども、求める備品やレンタル品の質問に対しては無記入が

多いという状況です。１月に実施した、利用者満足度調査においては、各項目について全

体的に「不満足」、「非常に不満足」の回答は少なく、利用者の皆様に概ねご満足いただ

けているものと理解しております。４ページに移りまして、アンケートの中身でございま

す。松波分室の畳の部屋に椅子を設置してほしい旨の要望を多数いただきました。指定管

理者において和室に椅子を設置し、座りやすくするなど迅速に対応をいたしたところでご

ざいます。 

 続きまして、「４ 指定管理者による自己評価」ですが、平成２７年度は利用者数、稼

働率の目標を概ね達成できた点、コミュニティまつりの企画等に関して積極的に取り組ん

だ点、敏速に施設の破損等に対応した点などを肯定的に自己評価しております。 

 続きまして、「５ 市による評価」の欄でございます。平成２７年度は大きな事故もな

く、管理運営の基準、事業計画に沿い、良好な管理運営が行われていたため、３段階評価

の中間であります「Ａ」といたしました。この評価の基礎となります個別の事項に関する

履行状況については、５ページ以降の履行状況の確認をご覧いただきたいと思います。評

価項目が全部で８７項目と非常に多くなっておりますので、ここでは３段階の評価で１点、

または３点と評価した項目について説明をさせていただきます。 

 まず、１点の評価をした１項目につきましてご説明を申し上げます。７ページの最上段

にございます「複合施設の場合の管理協力関係、複合施設を含む近隣施設の連携関係の考

え方」の欄の「地域団体等の連携」についてですが、本項目は松波分室を対象にして設定

をしているものでございます。指定管理者においては、昨年度から引き続き、地域住民の

方を対象とした自主事業は行っておりましたけれど、地域団体との連携による事業の立ち

上げまでには至っていなかったことから１点といたしました。 

 続きまして、３点の評価をした４項目につきましてご説明申し上げます。まず、６ペー
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ジに戻っていただきまして、その中段にあります「市からの事業実施受託業務」欄の「コ

ミュニティまつりの実施」についてでございます。平成２７年度から消防局・自衛隊等に

依頼をしまして、本庁舎駐車場において車両展示を行うなど、新たな取り組みを企画いた

しました。このようなことにより、参加者数も昨年度より約１千人増加いたしました。こ

れらの成果等を評価して３点といたしました。 

 次に、８ページの上段のほうにあります「利用促進」欄の「情報紙、チラシ等の作成・

配布」についてでございます。平成２７年度は、平成２６年度と同様に新聞の折り込みチ

ラシの作成・配布を３回実施いたしました。また、コミュニティまつりに際しては、近隣

の商業施設にポスターの掲示を依頼するなど、積極的に施設・イベントの周知に取り組ん

でいたため３点といたしました。 

 続きまして、同じく８ページの中段に記載されております「管理運営の執行体制」の

「職員への研修」についてでございます。この項目は、昨年度、平成２６年度も実施回数、

内容等を評価して３点としておりましたが、２７年度は更に研修で学んだ内容の定着を図

るため、定期的にテストを行うなど職員の資質向上の方策についても工夫・改善が見られ

たため、３点といたしました。 

 次のページをお願いいたします。９ページの一番下の段「設備及び備品の管理、清掃、

警備」欄の「プール清掃の実施」についてでございます。プールは、仕様上は中央コミュ

ニティセンターのビル全体の管理会社が清掃を行うこととなっておりますが、それに加え、

指定管理者においては、プールの床面の清掃など、ビル管理者による清掃が及ばない点に

ついて、１日に６回の清掃を行うなど、施設の衛生、美観の保持に関して高い意識を持っ

て取り組んでいると認められたため３点といたしました。 

 その他の項目につきましては、概ね仕様、計画通りの実績・成果が認められましたので、

全て２点と評価いたしております。 

 最後に、全体の集計ですが、１０ページの一番下に記載のとおり、全８７項目の合計点

数が１７７点、平均は２．０点、次のページに移りまして、内訳は３点評価が４項目、２

点の評価が８２項目、１点の評価は１項目となっております。 

 平成２７年度中央コミュニティセンターの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。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 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条但書きの規定

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。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けていきます。 

 それでは、公認会計士である潮来委員により、指定管理者の財務状況に関して、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。） 
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○潮来委員  この会社の内容的には特に問題のあるところはありませんので、倒産とか

撤退のリスクとかというところはないと考えます。 

○稲垣部会長  倒産・撤退のリスクはないと判断される、ということで、大丈夫ですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、次に、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公開とします。 

 傍聴人はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 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

点等について、指定管理者評価シートをもとに委員の皆様からご意見をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○潮来委員  ７ページの「地域団体等の連携」のところ「１」についてはちょっと良く

意味が分からなかったというか、背景もよく分からないから多分理解できていないと思い

ますけど。 

○山根市民総務課長  本体である中央コミュニティセンターについては、周辺に他の公

の施設等もないということで、特に連携するというのはないです。 

 松波分室は地域に根差した施設ということで、できたら周辺の敬老会ではないですけど、

自治会とかそういったところとなるべく連携をとって事業の展開を進めてほしいという思

いがあったのですが、ちょっとそこまでには至っていなかったというふうに考えて。 

○潮来委員  でも、松波は結構増えていますよね。 

○山根市民総務課長  人数的には増えています。 

○稲垣部会長  松波は工事中だった。それで今年増えた、そういうことですよね。 

○潮来委員  随分増えたと思ったら、そういうことですね。 

○稲垣部会長  つまり、工事で使えない時期があった。僕も、松波なら分かるんだけど、

コミュニティまつりのところではいろいろな地域連携で良くやっていると書いてあって、

一方で地域連携していないからマイナスと書いてあって、どっちなのかなと思ってはいま

した。 

○山根市民総務課長  コミュニティまつりはメーンがこちらの中央コミュニティ会場で

やっていますので。 

○稲垣部会長  松波は確かにね。 

○早川委員  そういう、一つの目標を掲げて委託していますから、後追いで言ってもだ

めだと思いますが、松波の場合、あの立地で地域団体の連携というのは、言葉の上では考

えられるけど、大きな通りがあって、立地からいって、ないですよね。 

 だから、今回考えるときはあまり重きを置かなくて良いような。もうちょっと、あの施

設だと広いところから、お茶とか何かで皆さん来ますからね。お茶をやるのに限られた地

域でお茶に興味を持つ市民だけを集めるというと、ちょっと無理ではないかと。だから、

地域団体というのを周辺の地域団体という意味ではなくて、千葉市内のいろんな団体とい

う意味ならば分かると思いますけど。 

○山根市民総務課長  そうですね。 

○稲垣部会長  松波の利用方法は限定されていますからね。半径１キロの人だったら年

に１回も使わない。 
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○早川委員  ですから、もうちょっと広い範囲でお茶の。あそこだったらお茶会とか何

かできるわけですからね。 

○山根市民総務課長  そうですね。 

○早川委員  離れのほうはあまり使っていないようですからね。そういうところを有効

活用するようにもっていけば良いと。それで、もうちょっと千葉市全域で来てもらう、使

ってもらうということを考えたほうが、市民のためにもかえってなるのではないかと。 

○山根市民総務課長  若干、駐車場が手狭というところが弱みではあります。 

○早川委員  ただ、西千葉駅から歩いて１０分かかりませんでしょう。 

○山根市民総務課長  １０分ぐらいですかね。 

○早川委員  １０分ぐらいかかるんですかね。 

○稲垣部会長  地域というか、例えば業界というのもおかしいけど、お茶の先生とか、

そういうのは別に千葉市じゃなくても、遠くから来てくれてもいいわけで、それは別に半

径１キロの人ではなくていいんですよね。ということは、お茶の先生みんなに宣伝する。

そういうのは確かに身近な地域というのは関係ないですもんね。 

○早川委員  そうですね。だから、何々会社の茶道同好会とか生け花同好会とか、そう

いう人を引っ張り込むと。そういう活動で、あまり地域に限定しなくてもかえっていいん

じゃないかなという気はしますよね。あの施設だったら、喜んで皆さん使うんじゃないか

なと。 

○稲垣部会長  そういう会合に貸すのだったら、貸し切りみたいにしないと、一部屋だ

けみたいな細かい貸し方じゃできないでしょうね。 

○山根市民総務課長  そうですね。今のところそういう料金設定はないところでありま

す。 

○稲垣部会長  もともと難しいですよね、もともと住むためにつくった家だから。それ

が利用目的、普通の居住用から別のものに変えようというところで無理があるんですよね。

普通の家としては立派だと思うけど、それは会合のために造っていないんですもんね、建

物の造りも。 

○山根市民総務課長  そうですね。 

○稲垣部会長  本当に難しいと思います、松波は。 

○山根市民総務課長  あとは、なるべくいろんなコミュニティを育成しようという側面

もあるので、そうなると、独占的に丸一日貸してしまうとか、そこはちょっと今のところ

考えてはいなかったですけれども、そういう同好会とかで幾つか押さえたいのであれば、

工夫の余地はあるかもしれないです。 

○稲垣部会長  このコミュニティセンターの話に戻ると、最初の部会で出た話ですけど

も、アンケートにいろんな提案があっておもしろいなという印象を受けました。こうして

ほしい、ああしてほしいという要望というか。こういう要望がいっぱい出るようなアンケ

ートはいいなという印象を受けたんですけども。ただ、苦情とか何かという、そういうア

ンケートの仕方じゃなくて、利用者の立場で、こうしてくれたら便利だとか、そういう提

案とかいっぱいもらって損はないような気がするんですけどね。コミュニティセンターの

ほうがいっぱい出てくる、何となくいろんな意見があっておもしろいなという印象を受け

ました。このアンケートの取り方が良かったのかもしれません。 



 

 ―２６― 

○山根市民総務課長  そうですね。これは管理者側の工夫で幾らでもできますので、協

議していきたいと思います。 

○早川委員  スポーツ施設のほうでバドミントンや卓球で非常に利用者が増えていると

いうのは、これはオリンピックの関係ですかね、そうではないですか。 

○山根市民総務課長  卓球は割と高齢の方がサークルを作って、定期的にお使いいただ

くというパターンが多いようです。 

○早川委員  じゃあ、オリンピックではないですね。 

○原市民自治推進部長  ただ、オリンピックが近づくと活躍している種目、例えばおっ

しゃるとおり卓球であるとか、バドミントンなどでメダル候補になるとやはり注目を浴び

ますから、やる方も出てきます。 

○早川委員  若い人はやるかもわからないね。 

○原市民自治推進部長  可能性は確かに多いと思います。 

○稲垣部会長  それと、コミュニティセンターは、普通でも暑いのに運動していたら余

計熱いですよね。それで、もうしんどいと。管理者の責任じゃないでしょうけど、何か冷

房ぐらい入れられないかなという感じがしますけどね。 

○山根市民総務課長  ビル全体の冷房で集中管理されているので、なかなか個別には難

しいです。あのビル自体が民間の企業とか入って、そういう苦情管理部門に言ってくれれ

ば、もうちょっと下げられるかもしれないですが。 

○稲垣部会長  造ったころはそんなもんだった、スポーツというのは汗をかくものだと

いう、そういう時代に造ったんですよね。 

 特に具体的にこうしてほしいという注文みたいなことはないということですかね。よろ

しいですかね。 

（なし） 

○稲垣部会長  一番、松波分室について、施設周辺の地域団体等の連携に限定せずに、

市全域の市民に利用してもらえるように工夫するように努められたい。 

 中央コミュニティセンターのアンケートの結果が苦情などでなく、要望を書かれた点に

ついては評価できる。 

 この二つぐらいしかないですが、よろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、これを本部会の意見とすることにさせていただきます。 

 それでは、先ほどの財務状況を含めて千葉市中央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の本部会としての意見をまとめていくことにな

りますが、詳細については私と事務局にて調整させていただくことでご承認お願いします。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を今後施設

の管理運営に十分反映していただきたいと思います。 

 以上で議題１を終了します。 

 次は議題２に入りたいと思いますが、これから行う議題２、３につきましては、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（平成２２年

７月１６日千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）に定める非公開事項に該当
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することから、非公開といたします。 

 傍聴の方はいないですね。 

 それでは、議題２の「千葉市民活動支援センターの指定管理者選定に係る募集条件、審

査基準等に関する事項について」に入ります。施設所管課から説明をお願いします。 

○坂本市民自治推進課長  市民自治推進課の坂本でございます。 

 それでは、千葉市民活動支援センターに係る募集関係書類について、当該施設の特性を

踏まえ、設定した部分を中心にご説明させていただきます。 

 まず、資料７－１「募集要項」の３ページをご覧ください。表でスケジュールを記載し

てございます。表の１番目ですが、本日の部会でご審議いただく募集関係書類は、７月２

２日に公表、配布されます。その後、応募者への説明会、質問の受付・回答、応募書類の

提出期間、事務局で行う形式的要件審査と続きまして、表の７番目ですが、１０月１９日

に委員の皆様にお集まりいただき、ヒアリング、選定を行う予定でおります。 

 次に、４ページをご覧ください。「４ 管理対象施設の概要」でございます。まず、本

施設の設置目的は、千葉市民活動支援センター設置管理条例第１条により、本市において

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として行われる市民公益活動の

促進を図るためとしております。また、施設の目的・目指すべき方向性を示すビジョンに

つきましては、当該施設におけるボランティア情報の提供や相談事業の利用を通じて、ボ

ランティア団体の支援や市民のボランティアを始めるきっかけづくりをすることで、市民

公益活動を促進していくこととしております。また、このビジョンを実現するためのミッ

ションは、市民公益活動のための施設の提供、市民公益活動に関する情報の収集及び提供、

市民公益活動を行うもの相互の間及び市民公益活動を行うものと関係機関との間の交流及

び連携の促進、市民公益活動に関する相談といたしました。 

 このような設置目的等を受けまして、（２）当施設の特徴でございますが、市民公益活

動の拠点施設として、施設の貸出業務に加えまして、６ページの下段から記載しておりま

す、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」「（１）イ 設置管理条例第２条に掲げる事業

の実施に係る業務」にある相談業務などソフト事業を行っております。なお、利用実績は、

戻りますが４ページ、５ページに記載しております。 

 続きまして、６ページの上段をご覧ください。施設の概要につきまして、（３）に記載

したとおりでございます。次に、６ページの中段「（４）指定管理者制度導入に関する市

の考え」についてでございますが、本施設では、制度導入により民間の視点を活かしまし

た施設のより効果的な活用と利用者への柔軟な対応を行うことで、さらに多くの市民に施

設を利用してもらい、ボランティア活動、市民公益活動への参加を促すという効果を見込

んでおります。また、民間のノウハウを活かすことで、平成３２年に行われますオリンピ

ック・パラリンピックの開催に向けて、都市型ボランティアの参加促進を行い、開催後も

継続的なボランティア活動を促すという効果も見込んでおります。市としましては、この

制度導入効果を達成するために、指定管理者の企画・運営により柔軟で多様な工夫が発揮

されることや、専門性を生かすことにより魅力・特色ある施設運営が行われ、さらに利用

者の増加に寄与することを期待しております。したがいまして、成果指標といたしまして、

記載のとおり６点設定させていただきました。まず、会議室・談話室の利用件数、施設利

用に関する登録団体数、施設の利用者数、ボランティア募集情報掲出数については、数値



 

 ―２８― 

目標を過去の実績等を勘案し、さらにオリンピック・パラリンピック開催による拡大を見

込んで設定いたしました。また、都市型ボランティア育成数につきましては、オリンピッ

ク・パラリンピックの開催を機に、内外からの訪問者に駅や観光地などで交通や観光案内

を行う都市型ボランティアを育成するものとして成果指標を設定させていただきました。

数値目標としましては、施設の規模などの条件から年合計３０名に設定させていただいて

おります。 

 次に、「５ 指定管理者が行う業務の範囲」については、ご覧のとおりでございます。

なお、詳細につきましては、資料７－２「管理運営の基準」に記載してございます。 

 ９ページをご覧ください。「７ 指定管理者の公募手続」につきましては、最初にご説

明いたしました３ページの表にスケジュールで示してございましたが、その中で１１ペー

ジをご覧いただけますでしょうか。中段の「（９）仮協定の締結」ですが、第１順位の指

定管理予定候補者との協議成立後に仮協定を締結することになっております。その仮協定

書の案を別添資料のとおりですと記載してございますが、事前送付資料のときにお付けし

ていなかったものですので、本日机上に配付させていただきましたので、後ほどご覧いた

だければと思います。 

 続きまして、１６ページ下段に移らせていただきます。「９ 経理に関する事項」の中

の１７ページ上段の「（１）ア 指定管理料」をご覧ください。こちらには、当施設の管

理に係る指定期間全体の指定管理料の基準額を記載してございます。事前に資料を送付し

た際は空欄となっておりましたが、本日机上に「事前送付資料からの変更点」というＡ４

横をお配りしてございますので、そちらに指定期間全体の指定管理料の上限額を９，６３

２万７千円と示してございます。応募者はこの金額を下回るように提案することとなりま

して、この基準額を超えて提案があった場合には失格となります。 

 続きまして、２０ページをご覧ください。次期指定管理予定候補者の選定を行うに当た

っての審査基準として、審査項目及び背景について記載してございます。これらの詳細に

ついては、選定基準においてご説明させていただこうと思っております。 

 募集要項につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料７－２「管理運営の基準」について、本施設の特徴的な部分を中心に

ご説明させていただきます。 

 資料７－２の４ページをお開きください。「１ 市民公益活動促進事業に関する基準」

に係る具体的な業務につきましては、「（１）市民公益活動のための施設の提供に関する

こと」に関しては、団体登録や利用申請の受付や会議室・談話室の利用調整など業務を行

うこととしております。「（２）市民公益活動に関する情報の収集および提供に関するこ

と」につきましては、記載のとおり五つの業務を行うこととしております。特にイ・オに

ついては、２０２０年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックでの都市型ボラ

ンティアの活躍を含めて実施していただく業務を記載してございます。まず、イでは、従

前より行っておりますボランティア情報の収集・管理・提供の業務に加えて、オリパラに

関する都市型ボランティアの募集情報や育成講座等の情報の掲出を記載してございます。 

オでは、ホームページの運営を行うとともに、東京五輪への対応を想定した都市型ボラン

ティアの育成講座・イベント情報の掲出を行うよう記載してございます。「（３）市民公

益活動を行うもの相互の間及び市民公益活動を行うものと関係機関との間の交流及び連携
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の促進に関すること」に関しましては、記載のとおり三つの事業を行うこととし、都市型

ボランティアの育成講座の企画及び運営、ファシリテーター・コーディネーターの養成講

座の企画及び運営を今回新たに追加して記載してございます。なお、ＮＰＯと企業・地縁

団体等との連携に向けた仕組みづくりにつきましては、配付しました「事前送付資料から

の変更点」先ほどのＡ４の横ですが、こちらのとおり、庁内調整をした結果、この市民活

動支援センターの業務から外すこととなりましたので、そこは削除させていただいており

ます。「（４）市民公益活動に関する相談に関すること」につきましては、市民公益活動

等に関する専門家による相談業務や各種ボランティア窓口の紹介業務を記載してございま

す。 

「（５）その他センターの設置目的を達成するために必要な事業」としまして、シニア世

代の市民公益活動を促進する取り組みやセンターの利用等について協議を行う、千葉市民

活動支援センター運営協議会の設置及び運営業務等について記載してございます。 

 続きまして、６ページをご覧ください。「２ 施設の運営に関する業務の基準」ですが、

利用時間や休館日などの基本要件、使用許可、使用受付、広報と情報提供など、施設を運

営するにあたっての必要な事項を記載してございます。 

 続いて８ページをご覧ください。「３ 施設の維持管理に関する業務の基準」ですが、

施設の維持管理にあたっては、市の仕様書に従うほか、関係法令や市の基準等に従うこと

となっております。 

 ９ページの下段をご覧ください。「（４）備品管理業務」では「ア 備品の管理」につ

いて所有権を明確にするために備品一覧を記載してございます。また、備品に準じる物品

につきましては、１９ページの次のページの「センター物品（備品）一覧」に記載してご

ざいます。 

 １２ページをご覧いただけますでしょうか。「４ 経営管理業務基準」ですが、事業計

画書・事業報告書の作成、事業評価、市との連携調整、年度協定などについて定めたもの

でございます。 

 次に１７ページ下段をご覧ください。「６ 自主事業」についてですが、指定管理者が

自主事業として施設の設置目的及びＮＰＯやボランティア団体のニーズを反映した事業を

行うこと、その際の留意点について定めたものでございます。 

 管理運営基準につきましては以上でございます。 

 続きまして、資料７－３につきましては、こちらは応募者が提出する申請書類に関する

資料ですので、最後に説明させていただきます。 

 それでは、資料７－４をご覧ください。こちらは基本協定書の案になります。具体的な

内容につきましては、指定管理者として決定した後に協議を踏まえまして、作成すること

となります。 

 次に、資料７－５「選定基準」についてご説明させていただきます。４ページをご覧く

ださい。「３ 提案内容審査」についてでございます。ここでは、審査項目とその配点を

示してございます。千葉市のルールにより、原則として５点及び３点を配点としておりま

すが、その中でも重要な審査項目として位置づけたものは配点に加点をしてございます。 

 ５ページをご覧ください。「イ 審査項目の配点の考え方」についてでございます。始

めに、審査項目「２（１）同種の施設の管理実績」ですが、本施設の管理運営に当たって
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は、管理実績や経験に基づく専門的能力やノウハウを有しているかを重視しているため、

１０点としております。続きまして「２（３）管理運営の執行体制」についてです。本施

設の管理運営に当たっては、十分な管理運営の執行体制が確保されることが重要と考えて

１０点としております。続きまして「２（４）必要な専門職員の配置」でございますが、

本施設の管理運営にあたっては、ＮＰＯやボランティア団体の支援に関する専門的能力や

ノウハウを持つ職員の配置が重要と考え、１０点としております。「４（２）施設利用者

への支援計画」ですが、本施設において利用者であるＮＰＯやボランティア団体への支援

は、相談等を通じまして団体の継続的な運営につながるものとして大変重要な項目である

ため、２０点としております。「４（３）施設の利用促進の方策」ですが、本市の市民公

益活動を促進するに当たって、本施設をより多くの方に利用していただくことが大変重要

と考えまして、２０点としてございます。「４（５）施設の事業の効果的な実施」ですが、

本項目は、指定管理者が具体的にどのような事業を行い、それが市民公益活動の促進にど

う寄与するか審査する項目でありますので、大変重要と考えまして２５点としております。

「４（７）自主事業の効果的な実施」については、本項目は、市民公益活動の促進につい

て指定管理者の独自性が問われる項目であり、重要と考えまして１０点としました。「５

（２）管理経費（指定管理料）」ですが、管理経費の縮減は市民サービスの向上と並ぶ指

定管理者制度の目的の一つである一方で、過度なコスト削減による市民サービスの低下を

防ぐべきであることも考えまして、全市的な方針に基づく配点割合の範囲内で２０点とい

たしました。 

 ６ページ以降の評価の方法につきましては、記載のとおりでございます。 

 最後に、前後して申し訳ございませんが、先ほどの資料７－３にお戻りいただけますで

しょうか。応募者が提出する申請書類について簡単にご説明いたします。 

 「１ 指定申請書関係」は、申請書や応募団体の概要等、応募者が提出する書類の様式

となっております。 

 次のページ、下段から二つ上に上がりまして「２ 提案書関係」をご覧ください。こち

らは、応募者が具体的な提案を記載する書類となっております。なお、この提案書様式は、

先ほどご説明しました選定基準の審査項目ごとに記載することとなっております。 

 次に、「３ その他」説明会参加希望届や質問書の様式を綴ってございます。 

 千葉市民活動支援センターに係る募集関係書類に関する説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問ございますか。 

○委員  初歩的な質問ですが、「都市型ボランティア」は具体的に今とどういうことが

違うという面になるのですか。 

○坂本市民自治推進課長  全く新しいものでして、やはりオリンピックが開催されます

といろんな内外の方が訪問されますので、そういった方をオリンピックを見るだけではな

くて、それ以外にもやっぱり千葉市を観光してもらったり宿泊してもらうために、語学だ

ったり観光の案内ができるような、そういうことをやっていただけるボランティアという

ことを育成していこうということになります。 

○委員  多様だから、役所でこれというのではなくて、むしろ考え出してほしいという

ことですね。 
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○坂本市民自治推進課長  そうですね、そういったボランティアを是非。 

○委員  考えて、育成してほしい。 

○坂本市民自治推進課長  はい。 

○委員  ということらしいです、都市型ボランティア。確かに、ああいう震災のボラン

ティアとは色が違いますけどね。マラソンなんかはボランティアがありますよね。これも

総合的にということですよね。 

○部会長  何かご質問はありますか。 

○委員  千葉市に来た、ないしは住んでいる外国人の方とか、千葉に対してどんなご要

望がありますかとか、どんな気持ちですかと、そんな調査はしていませんか。こういうの

は振興財団かな。お聞きにはなっていない。 

○坂本市民自治推進課長  そうですね、はい。 

○山根市民総務課長  外国の方については、国際交流協会が外国人住民の方の困ったと

きといいますか、いろんな情報を取りにくるというのはありますけれども、そこでそうい

った一般的なアンケートをやっているかどうかというと。 

○委員  私が聞いているのは、もっと前向きに、例えば千葉にお住まいの外国人の方に

対して、どういう不満があるというか、どういうことをもっと期待するかとか、そういう

のを聞いていると、ちょっと聞いたので。だから、こういうのと繋がっていくのかなと思

ったのですけど。 

○部会長  こういう募集で良いかということですよね。いつも親会で、この点数の割振

りは、どうして決めたのかと、よく議論になるのですが、その点については何か。先ほど

点数のご説明ありましたけど、ここは１０点じゃなくて２０点にすべきじゃないかとか、

そういうご意見があれば。それを期待しているのですよね。 

○山根市民総務課長  はい。 

○委員  親会で委員がすごく言うじゃないですか。 

○委員  企画提案のところへたくさん点がついていたような気がしたから、そういう考

え方であれば、私は良いなというふうに思います。ただ、１８４平米しか管理するところ

がないですよね。だから、さっき言ったボランティアだとか、そういうところを中心に仕

事がいかなきゃいけないと思うのですけれども。 

○委員  これに応募される方というのはどんな方、どういうことを想定されているので

すか。 

○坂本市民自治推進課長  過去にはＮＰＯ法人の方が応募されております。 

○原市民自治推進部長  ＮＰＯというわけではなくて、そういう施設管理系というより

も、こういう早川委員さんのおっしゃるとおり、やはりソフト部分の講習であったり情報

の提供であったり、相談をやるというところがメーンになってまいりますので、そういう

ノウハウを持ったＮＰＯを育てるＮＰＯと、ボランティアを育てるＮＰＯ、そういったと

ころが過去１回しかまだやっていませんけれど、応募していただいたという形です。 

○委員  今やっている人は、それなりにボランティアを育てるような能力がありそうな

感じを受けますよね、見た感じ。 

○原市民自治推進部長  そういうのを専門にやっているＮＰＯの部分がございます。 

○委員  自分がＮＰＯをやっているというよりか、育てるのに向いている人ということ
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ですね、これに必要な人はね。 

○委員  応募の人がいるかなという、そっちが心配になって。現に、厳しい皆さん方の

審査に耐えられるＮＰＯとか団体が出てくるかなという心配。大学関係とかいろいろいら

っしゃるのですよね、実際活動なさっている方は。 

○委員  もう既におやりになっている方々がいらっしゃるのですよね。だから別に心配

もそんなにいらないかと。 

○委員  だけど、ちょっと今度は難しいよね、きっとね。そんな気がしています。 

○委員  ソフト部分だけじゃなくて施設を維持管理していくという部分もノウハウがい

るわけですよね。それを両方兼ね備えたグループがどれだけ単独で出てくるか一緒に共同

で出てくるかというところもあるのでしょうけどね。管理は上手くできるけど内容がなか

なかという、どっちつかずになるとなかなか。かゆいところに手が届かないということに

なってしまうのでしょうかね。 

○原市民自治推進部長  施設自体ご覧になってお分かりの通り、基本的にツインビルと

いう大きなビルの中の一部を使っていますので、本当にその施設管理の完全なノウハウが

必要というところまではないと思います。そこはまた専門のところに再委託するなり何な

りで動いて良いと思いますので。 

○委員  施設でいえばサロン的な雰囲気ですよね。サロン的な雰囲気があり、いろんな

団体が使い易いような、そういうアドバイスができる。 

○委員  相談に乗りやすいし、育てていけるような人が欲しいですよね。今おっしゃっ

たように都市型ボランティアというのは新しい分野ですから。既存なものからやれば良い

というものでもないですもんね。そういう意味で、この点数の配置が良いのかということ

ですけど、なかなか急に答えが出ないですよね。 

○委員  これは、前回も同じような形だったのですか。 

○市民自治推進課  基本的には前回の配分とニアリーイコールにしています。ですので、

育成することに重きを置いたのは前回と変わりません。 

○委員  この点数配分が良いのか、考えても分からないのですが。 

○委員  今、実際におやりになっている方々がまた同じように出てきていただけるよう

な、そういう評価であればいいのではないかなというふうに思います。 

○委員  スペースは９階の全部ですか、ツインビルの。１８４平米というと全部じゃな

いよね。 

○委員  一部ですよね。大きな目的が千葉市民活動支援センターの管理のほうにいくの

であれば、この配点の市内業者の育成とか、市内雇用の配慮とか、あまりそっちのほうに

点数、もちろん低いけど、そもそもが、そんなことは余り考えなくても良いのかなとか、

いろいろ思うことはありますけど。ここは３点がいいのか、いやここは２点にすべきだと

か、そこら辺はよく分からないけど。 

○委員  これ、配点を見ると４番ですよね、結局。 

○委員  そうですね。 

○委員  ４番が中心ですよね。ここの４番でしっかりやってもらうのが９割ですよね。

法令の遵守はするに決まっているし、しなきゃ困る。 

○委員  そうですね。 
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○委員  この４番の合計９０点でいいか、そう考えるしかない、意見を決めようがない

のではないですかね。 

○委員  開館時間の考え方というのは、利用者にとってかなり大きいような気はします

よね。どれぐらい開けておいていただけるのか。そういう点から、配点が５点というのは

少し低いのかなという感じもしますが。 

 極端な提案は出てこないとは思いますけど、ここで何か差がつくようなことがあっても

良いのかなと思いますけど。 

○委員  そうですね。 

○委員  役所で仕様とか決まっちゃっているのですか、柔軟性もあるのですか、開館時

間とか日にちとか。 

○市民自治推進課  条例上決められている時間がございます。実は、現指定管理者の提

案いただいた時間に延長している状況でございます。条例上は規定していますが、提案者

と私ども、市との協議の結果で延長することは可能です。 

○委員  今２１時までやっているそうです。 

○市民自治推進課  はい、そうです。 

○委員  開館時間も結局この中で使いやすさということですよね。 

 関係者が入ってきていろいろお願いしやすいようにしてほしいよということですよね。 

 合計で９０点、ここは。皆さんの意見で、もう半分の１００点にしたらどうだというの

があるかもしれないけど。９０点がなぜ１００点に足らないのかもよく分からないけど。 

○委員  分からないですよね。 

○委員  ただ、全部０点というところはあまりないと思いますから、このぐらいで良い

ような気はしますけどね。 

○部会長  概ねこれで、特に変えなきゃいけないという意見はないということでよろし

いですか。 

（異議なし） 

○部会長  では、今日のところはこの募集要項と基準に関しては、原案、出されたもの

について概ね良いという意見を言って良いのかも分からないけど、特に意見はないと。で

きるだけソフト重視でやってほしいという、そのぐらいですかね、形式にこだわらず。と

いっても、このままの点をつけるしかないですよね。 

 この提案されたとおりの内容に特に意見はないということでいいですか。 

（異議なし） 

○委員  ちょっと関連ですが、この後、年度評価などをすることになると思いますが、

資料７－１の６ページに成果指標というのが載っていて、それがどれぐらい達成されてい

るかというのを評価シートにきちんと反映するような形でいってもらうと良いのかなと思

います。 

○部会長  それでは、今のご意見を十分反映させていただきたいと思います。なお、募

集要項等の修正内容はないですよね、特に何か、もし文言上何かあったとしたら事務局と

私に任せていただきたいということでお願いします。 

（異議なし） 

○坂本市民自治推進課長  すみません、１点、私のほうから言い忘れてしまいました。 



 

 ―３４― 

 前回との変更点で一番大きなところで、資料７－１の３ページ「３ 公募の概要」の

「（２）指定期間」ですが、前回は初めてでしたので３年間といたしましたけど、今回は

５年間を設定させていただいております。これは、オリンピック・パラリンピックが平成

３２年を迎えまして、３年ですとちょうどその前にまた新たに選定しなければなりません

ので、今回はオリンピック・パラリンピックまで含めた５年間としたいと考えております。

この点についてすみません、私のほうからご報告が漏れてしまいました。この点について

何かご審議いただければと思います。 

○部会長  オリンピックの関係で５年間になっていると、その分では異議ないですね。 

（異議なし） 

○坂本市民自治推進課長  ありがとうございます。 

○委員  指定管理者制度がスタートとしたときには、とりあえず３年間にしておこうと

いう話だったけど、大体安定的に関係が築けるようになったじゃないですか。だから、も

うそういう意味ではオリンピック云々よりも、むしろ５年間のほうがお互いに安定的な経

営が、改善をしながら運営ができるという視点があるのではないかと。だから、そういう

点では良いと思います。 

○委員  特にこういう指導関係というのは人間関係があるから、余り細切れに入れ替わ

っていくのは良くないでしょうね、レストランとは違いますからね。信頼関係が生じます

ので。 

○委員  併せて隔年の、毎年の評価もしていくわけだから、そういう中でやれれば、や

っぱり５年間という期間のほうがお互いに関係としては良いのではないかなと思いますけ

ど。 

○部会長  そうですね。積極的な賛意がありましたということで、議題２を終了させて

いただきます。 

 次に、議題３「今後の予定について」、事務局から説明お願いします。 

○山根市民総務課長  それでは、お配りしてあります資料の８「指定管理予定候補者選

定の流れ」をお開きいただきたいと思います。 

 今の支援センター関係の募集要項の説明の中で話をさせていただきましたが、かいつま

んでお話をさせていただきます。本日ご審議いただきました募集条件や審査基準等につき

ましては、軽微な修正を除きまして、原案どおり７月２２日に公表をさせていただいて指

定管理予定候補者の募集を開始するということになります。その後は、１０月１９日に第

３回市民・文化部会におきまして審査、選定をしていただきます。 

 ただ、この期間で委員の皆様の任期の問題がございまして、１０月の第３回の市民・文

化部会につきましては、委員の改選、再度の委嘱後の新委員の皆様に審査、選定をしてい

ただくということになります。その後は、そこに記載のとおり市議会への議案の提出、議

決後の基本協定の締結、２９年４月からは管理開始という流れになります。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。ご質問ございますか。 

（なし） 

○部会長  では、最後に議題４「その他」についてであります。 

 事務局、何かありましたら。 
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○山根市民総務課長  では、会議録の公開についてでございますが、部会の会議録及び

委員会会長からの答申につきましては、市のホームページで公表することとなります。 

 また、年度評価についての指定管理者評価シートにつきましても、各施設所管課が委員

会のご意見を指定管理者評価シートに記載し、市のホームページに掲載して公表するとと

もに、指定管理者へも通知をいたします。 

 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  何か、特に質問ありますか。 

（なし） 

○部会長  それでは、皆様方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、事務局へお返しいたします。 

○宮本市民総務課長補佐  長時間にわたりまして、慎重なご審議、どうもありがとうご

ざいました。以上をもちまして、平成２８年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第

２回市民・文化部会を閉会いたします。 

 本日はお忙しい中、ありがとうございました。 


