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平成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月１９日（水） ９：３０～１５：００ 

 

２ 場所：千葉市議会棟３階 第２委員会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

   稲垣 總一郎委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、 

金子 林太郎委員、早川 恒雄委員 

（２）事務局 

安藤生活文化スポーツ部長 

神田市民総務課長、宮本市民総務課長補佐、土肥主査、横山主査、 

大嶋主任主事、宇野澤主任主事、加藤主事、山本主事 

小名木文化振興課長、渡邊文化振興課長補佐、吉野主査、 

工藤主任主事、須藤主任主事、小畑主事 

湯川地域安全課長、小川地域安全課長補佐、中野主査、山下主任主事 

岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長、加藤主査、平川主任主事、川野主事 

 

４ 議題： 

（１）平成２８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 千葉市文化交流プラザ  

イ 千葉市民会館及び千葉市文化センター  

ウ 千葉市文化ホール等 

 （ア）千葉市文化ホール（千葉市若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホール）  

（イ）千葉市若葉区千城台コミュニティセンター  

エ 千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ  

オ 千葉市中央コミュニティセンター  

カ 千葉市栄町立体駐車場  

（２）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）平成２８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 千葉市文化交流プラザ 

平成２８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。 

イ 千葉市民会館及び千葉市文化センター 

  平成２８年度に千葉市民会館及び千葉市文化センターの指定管理者の行った施 
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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 千葉市文化ホール等 

 （ア）文化ホール（千葉市若葉文化ホール・千葉市美浜文化ホール） 

平成２８年度に千葉市若葉文化ホール及び千葉市美浜文化ホールの指定管理者の

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）千葉市若葉区千城台コミュニティセンター 

   平成２８年度に千葉市若葉区千城台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。 

エ 千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ 

    平成２８年度に千葉市美術館及び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。 

オ 千葉市中央コミュニティセンター 

    平成２８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。 

カ 千葉市栄町立体駐車場 

    平成２８年度に千葉市栄町立体駐車場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 

  議事録の公開等について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過： 

○宮本市民総務課長補佐  委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、また暑い中、

お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成２９年度千葉市市民局指定管理者

選定評価委員会第１回市民・文化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、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。 

 本日は、地球温暖化対策の一環として、職員は軽装とさせていただいておりますので、

ご了承ください。 

 それでは、委員の皆様のご紹介でございますが、お手元の青いファイル「平成２９年度

市民局指定管理者選定評価委員会第１回市民・文化部会」と書かれたファイルが２冊あり



 

 ―３― 

ますが、その「１／２」と書かれてある厚いほうのファイルをお開きいただき、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」をご覧ください。昨

年度開催しました前回の部会から変更ございませんので、恐れ入りますけれども、こちら

の委員名簿によりご紹介にかえさせていただきます。 

 なお、鏡委員におかれましては、本日、所用のためご欠席との連絡をいただいておりま

す。 

 次に、事務局職員につきまして紹介いたします。 

 生活文化スポーツ部長の安藤でございます。 

 千葉市文化交流プラザ、千葉市民会館及び文化センター、文化ホール、千葉市美術館及

び千葉市民ギャラリー・いなげを所管いたします、文化振興課長の小名木でございます。 

 千葉市中央コミュニティセンターを所管いたします、市民総務課長の神田でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、安藤部長につきましては、所用がございますため、議題１のア、千葉市文化交流

プラザの審議の後、退席させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 それでは、開会に当たりまして、生活文化スポーツ部長の安藤からご挨拶を申し上げま

す。 

○安藤生活文化スポーツ部長  皆様、おはようございます。 

 皆様方には、大変お忙しい中を第１回市民・文化部会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。また、日頃から市政各般にわたりまして、多大なるご支援、ご協力

をいただいておりますこと、厚くお礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、本日の部会議題ですが、「平成２８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」でございます。千葉市文化交流プラザから始まりまして、千葉市栄町

立体駐車場まで、多数の施設の管理運営について評価審議をお願いするものでございます。

長時間にわたる部会となることが予想されますけれども、各施設の管理運営がより適切に

行えるよう、皆様の貴重なご意見、また慎重なるご審議をいただけますよう、よろしくお

願い申し上げ、挨拶にかえさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○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。 

 本日は、資料が多く恐縮でございます。 

 まず、机上にございますＡ４サイズの「次第」、「席次表」、「諮問書の写し」、「会

議資料一覧」でございます。なお、席次表につきましては、会議の途中で職員の入れかえ

をさせていただきますので、３枚ございます。 

 そのほかについては、会議資料の一覧に沿って確認させていただきます。 

 まず、先ほど委員のご紹介でご覧いただきました、「１／２」と書かれました青いファ

イルをお開きください。 

 資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回市民・文化部会進行表」、資

料２が「市民・文化部会委員名簿」、資料３－１から資料３－５は「千葉市文化交流プラ

ザ」の平成２８年度評価に関する資料で５種類ございます。資料３－１が「指定管理者年

度評価シート案」、資料３－２が「指定管理者モニタリングレポート」、資料３－３が
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「事業計画書」、資料３－４が「事業報告書」、資料３－５が「指定管理者計算書類等」

でございます。資料３－５「計算書類等」につきましては、共同事業体であることから、

①、②、③と構成員ごとに資料がございます。次に、資料４は「千葉市民会館及び千葉市

文化センター」の平成２８年度評価に関する資料。資料５は「千葉市若葉文化ホール及び

美浜文化ホール」の平成２８年度評価に関する資料でございまして、こちらの枝番号は先

ほどと同様となっております。なお、資料５－５「計算書類等」につきましては、①から

⑤と共同事業体構成員ごとにございます。 

 次に、もう１冊の青いファイル、「２／２」と書かれたファイルをお開きください。 

 資料６は「千葉市若葉区千城台コミュニティセンター」の２８年度評価に関する資料、

資料７は「千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ」の２８年度評価に関する資料、

資料８は「千葉市中央コミュニティセンター」の２８年度評価に関する資料、資料９は

「千葉市栄町立体駐車場」の平成２８年度評価に関する資料でございます。枝番号は先ほ

どと同様となっておりますが、資料６の「千城台コミュニティセンター」は資料５の「千

葉市文化ホール」と同一の指定管理者であることから、資料６－５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、枝番号は①から④までとなっております。 

 続きまして、緑色のファイルをお開きください。事前にお送りしたものは透明のファイ

ルになっております。参考資料でございます。 

 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

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

（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）」、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施設一覧」、参考資料５は

「千葉市情報公開条例施行規則抜粋」、参考資料６は「評価の目安（年度評価シート）」、

参考資料７－１から参考資料７－７は、各施設に関する市民局指定管理者選定評価委員会

の意見等をまとめたものでございまして、参考資料７－１は「千葉市文化交流プラザ」。

参考資料７－２は「千葉市民会館及び千葉市文化センター」。参考資料７－３は「千葉市

文化ホール（若葉文化ホール・美浜文化ホール）」。参考資料７－４は「千葉市若葉区千

城台コミュニティセンター」。参考資料７－５は「千葉市美術館及び市民ギャラリー・い

なげ」。参考資料７－６は「千葉市中央コミュニティセンター」。参考資料７－７は「千

葉市栄町立体駐車場」となっております。 

 以上をお配りしてございます。おそろいでしょうか。不足等あり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５名のうち４名の委員さんにご出席いただいており、半数を超えており

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項により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が、これからの議事につきましては、

進行を稲垣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。 

○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。ご協力の程、

よろしくお願いします。 
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 議題１の「平成２８年度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。 

 まず、年度評価の概要について、事務局より説明をお願いします。 

○神田市民総務課長  まず、年度評価の目的でございますけれども、１年間の指定管理

者による管理運営を評価して、現指定期間における管理運営の改善につなげることを目的

といたします。このため、選定評価委員会を開催し、委員の皆様からのご意見をいただく

機会を設け、次年度以降の管理運営をより適正に行うために実施するものでございます。 

 次に、評価の方法でございますが、市が、現地視察、ヒアリングなどを通じて行ったモ

ニタリングの結果や、指定管理者による自己評価、指定管理者からの報告書などを踏まえ、

指定管理者年度評価シートを作成いたします。 

 なお、この年度評価シートが、今回実施いたします平成２８年度の管理運営の評価から

新しい書式となっております。これは、千葉市におきまして指定管理者制度の全体を総括

する総務局の業務改革推進課にて、平成２７年３月に「千葉市指定管理者制度運用ガイド

ライン」というものを新たに策定したことによるものでございます。 

 ここで、資料４－１をご覧ください。実際の見本を見ながらご説明したいと思います。

資料４－１は、千葉市民会館と千葉市文化センターの平成２８年度指定管理者年度評価シ

ートでございます。評価シートは大きく７つの項目で構成されております。 

 まず、一番上の「１ 公の施設の基本情報」でございます。こちらは新しい項目となっ

ており、施設名称や設置目的などを記載しております。 

 変更点といたしましては、平成２７年度の指定管理者の選定時より、それぞれの公の施

設のビジョン・ミッションを明確化したことに伴い、ビジョン・ミッションに応じた成果

指標と数値目標という欄が新しく加わっております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」でございますが、こちらでは指定管理者名や構成

団体などを記載しております。 

 ２ページ目「３ 管理運営の成果・実績」では、成果指標に係る数値目標の達成状況な

どを記載しております。この表の中では、左から２番目の米印がついております数値目標

の欄が、以前はございませんでした。これが新しい項目になってございます。 

 続きまして、「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」につきましては、各費目

について計画と提案の差異を示すとともに、その主な要因の記載及び「本社費・共通費の

配賦基準・算定根拠」の欄を新たに追加しております。 

 次のページの「（３）収支状況」におきましては、利益の還元におきまして、還元額、

還元の内容を新たに記載することとなりました。このケースではゼロになっていますけれ

ども、利益の還元と申しますのは、指定管理業務を行うに当たりまして、利用における利

益が多く出た場合に、これを市との協定に基づき一定の割合で市に還元するものでござい

ます。 

 続きまして、「５ 管理運営状況の評価」でございますが、成果指標の目標達成状況を

示すものとして「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」欄や、

管理経費の縮減について定量的に評価する「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」が新

しい項目として加わっております。 

 また、５ページ「（３）管理運営の履行状況」におきまして、指定管理者の自己評価欄
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に加え、評価項目ごとに市の評価と比較できるようになりました。 

 さらに、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」につきまして

は、指定管理者選定評価委員会からの意見を踏まえまして、どのような対応を図ったのか

について、記載する項目を新たに設けたところでございます。 

 これらの項目の評価に当たっては、評価基準を明確化するとともに、評価内容を、以前

の３段階評価から５段階評価に変更いたしておりまして、より細やかな評価を実施するこ

ととしたところでございます。 

 続きまして、５ページ下の「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」でございますが、指

定管理者が行ったアンケート調査結果などを記載しております。 

 ６ページ「７ 総括」では、指定管理者及び市による５段階での総括評価と、委員会か

らの意見を掲載することとなっております。 

 次に、委員の皆様からのご意見をいただくに当たりポイントとなります評価について、

ご説明いたします。参考資料６「評価の目安（年度評価シート）」をご覧ください。 

 評価の目安につきましては、今までも、一定の評価基準はあったのですが、全市的に評

価の基準をある程度統一するために、新たに定められたものでございます。この目安をも

とに評価する項目といたしましては、先ほどの、例えば市民会館の年度評価シートのご説

明の中で申し上げました「５ 管理運営状況の評価」の中で「（３）管理運営の履行状

況」と、「７ 総括」の（１）から（２）の評価欄、これが評価の目安になります。こち

らは、あくまでも目安を示すものでございますので、総合的に判断してこれと異なる評価

をすることや、選定評価委員会の意見を踏まえて修正することが可能となっております。 

 まず、「５ 管理運営状況の評価」の「（３）管理運営の履行状況」についての目安で

ございますけれども、評価に当たりましては、平成２８年度中に施設所管課で実施いたし

ましたモニタリングレポート、その基準のプラス評価と確認結果により各項目の点数化が

行われております。 

 例を挙げてご説明いたします。資料３－２の文化交流プラザのモニタリングシートをご

覧ください。 

 このシートの中の「基準」というところに、プラス評価というものがございます。プラ

ス評価というのは、もともとの市の指標よりもプラスの要素があった場合に、「〇」や

「◎」がつきます。一番右の確認結果で、実際にそれが行われている場合には「〇」を、

もともと提案した以上にやっている場合には「◎」という評価をしていきます。 

 例えば、先ほどの参考資料３－２のここが「〇」のとき、参考資料６の表を見ますと、

点数は０点です。ただ、これが「◎」のとき、例えば、４ページの年末年始を除く通年開

館の実施というところが「◎」ですけれども、こういうプラスの評価が「◎」というふう

になっており、確認結果も「〇」だという場合にはプラス１点、このように「◎」と

「〇」のつけ方で点数化をしてまいります。 

 このような形で、先ほどの資料３－２の年度評価シートの「（３）管理運営の履行状

況」につきまして、全て点数化をした結果というのが５ページの資料になります。この資

料の実際のつけ方というのは、参考資料６の平均値の算出をやりまして、最終的に「Ａ」

から「Ｅ」のどれに当たるかという形で最終的には「Ｃ」という形になるということでご

ざいます。少々わかりづらいところもございますけれども、このような形で今の５ページ
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のこの「管理運営の履行状況」というのは、「Ｃ」をつけたということでございます。 

 また、年度評価シートの「７ 総括」の市による評価につきましては、年度評価シート

「５ 管理運営状況の評価」のうち、（１）から（３）における評価項目の市の評価の内

容をもって、参考資料６の裏面の表に当てはめまして、最終的に総括の評価が「Ａ」から

「Ｅ」のどれに当たるかというのを決めているという形でございます。 

 評価項目の５０％以上が「Ａ」や「Ｂ」、二つの評価項目の一つ以上が「Ａ」、かつ、

評価項目に「Ｄ」や「Ｅ」がないという場合には総括評価が「Ａ」になる、そういう形で

定量的に決めております。ただ、あくまでも目安でございますので、実際の評価に際しま

しては、点数による評価に加えまして、その他を総合的に判断して決定することとなりま

す。 

 以上によりまして、市で作成をした指定管理者年度評価シートと、指定管理者から提出

されました事業報告書、計算書類等などの資料をもとに、選定評価委員会により、市の評

価の妥当性や当該指定管理者による施設管理運営のサービス水準向上・業務効率化の方策、

改善を要する点、指定管理者の倒産・撤退などのリスクを把握するため、当該指定管理者

の財務状況などに対するご意見などもいただきたくものでございます。 

 最終的に、そのご意見の中から部会としての意見を取りまとめていただき、それを部会

長より選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長より市に対し答申をしてい

ただきます。 

 なお、答申でいただきましたご意見につきましては、年度評価シート「７ 総括」の

「（３）市民局指定管理者選定評価委員会の意見」欄に記載をいたします。 

 また、評価結果の取扱いでございますけれども、選定評価委員会の意見を記載した年度

評価シートにつきまして、市ホームページ上で公開するとともに、指定管理者による管理

運営の改善・効率化に向けた取組を促進するため、評価結果を当該指定管理者に通知いた

します。 

 雑駁ではでございますけども、説明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。 

 では、何かご質問はありますか。 

○金子委員  この管理運営の履行状況の自己評価というのは、これはそれぞれの施設が

この基準を参考に自己評価をしているという理解でよろしいですか。 

○神田市民総務課長  はい 

○金子委員  このモニタリングレポートというのは、施設所管課さんがおつくりになっ

ているということでよろしいですか。施設のほうが、こうでしたというのを報告している

のか、それとも所管課のほうがチェックをしておつくりになっているのか、ちょっと確認

をしたいのですが。 

○神田市民総務課長  モニタリングの評価は、市の所管課がつくっております。 

○金子委員  それの結果が、この「市の評価」というものに反映されていると。 

○神田市民総務課長  そうです。 

○金子委員  同じシートを見ながら、自己評価をしたものがこの左側の「自己評価」に

載っているということですか。 

○神田市民総務課長  はい、そのとおりです。 
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○金子委員  わかりました。 

○稲垣部会長  そのほか、資料についてのご質問は特にないですか。 

○早川委員  ちょっと、今ごろこんなことを聞くのは大変恐縮なのですが、指定管理料

の中に人件費が入っていますよね。 

○神田市民総務課長  はい。 

○早川委員  事業報告書を見ると、自主事業でも人件費が入っています。何人、何日働

いたか。そうすると、まとめたときの人件費はどうなるのですか、最初は自主事業の人件

費しか見ていないでしょう。 

だから、指定管理に必要な人件費を見といて、その人が一部、数日か数週間か自主事

業をやると、その人件費はこっちの収入から取るという、そういう仕組みになっていると

思うのですね。 

 そうすると、最終的なその指定管理料というのは、目標に対する成否を考えるときにど

うやって考えたらいいか。今後の課題として検討いただければと思います。 

 それから、達成率の考え方なんかも、例えば文化交流プラザなんかだと、会議室がすご

くいっぱいありますよね。それで、それぞれ目標に対する達成率がある。達成率を「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」と判定するときは全体の数字で割っちゃっているわけです。だから、特定

の大ホールで入らないと悪い点になってしまう。ところが、個別の楽屋とかリハーサル室、

そういうものは目標をかなり上回っている。そっちでやると評価がワンランクぐらい違っ

ちゃうんですね。だから、そういう評価をどう考えるか。一生懸命努力しているけども、

たまたま何かで一つ、たくさん人が入るところで人が入らないと、他の努力はみんなだめ

だよという評価になるのは、評価のポイントとしてどう考えたらいいか。これは、お答え

をここで出せる話ではないと思いますので、検討していただければと。 

○稲垣部会長  これ全体で平均してしまいますからね、結局。 

○早川委員  平均して全体でやっちゃうとあんまり良くないんですね。個別には努力し

ているという評価ができなくなってしまったらどうしようということです。個別に議論し

ていくと、そういうことも出てくるのではないかと。 

○稲垣部会長  現状、評価の仕方が決まっているので、そうやっていくということです

ね。それで、今のお話を反映するとしたら、次からのことになるのですかね。 

○早川委員  どれが良いかを述べているわけじゃありませんから、それはどうしたらい

いかっていうことを委員の皆さんからの意見も聞いて、事務局、当局でもご検討いただき

たい、ということです。 

○吉田委員  ほかの委員会でも、やはり使用料が高いところがもっと評価されるべきで

あって、細々したところで稼働率が高いからっていうのはどうなのかというご意見もござ

いましたね。 

○早川委員  今回は年度評価ですから無理だと思いますが、そういう中の議論で、そう

いうところへご注意が及ぶといいなというふうに思います。 

○稲垣部会長  他に、資料に関する質問や意見は、他にはございませんか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、年度評価に移りたいと思います。 

 千葉市文化交流プラザの年度評価を行います。施設所管課から説明をお願いします。 
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○小名木文化振興課長  文化振興課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、千葉市文化交流プラザについて、ご説明させていただきます。資料３－１を

ご覧願います。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」の施設名称でございますが、千葉市文化交流プラザ、

愛称としましては、京葉銀行文化プラザでございます。 

 条例上の設置目的は、市民文化の向上を図り、福祉の増進に寄与することとしておりま

す。 

 続きまして、ビジョン、ミッション、それから、一つ飛ばして、成果指標、数値目標で

ございますが、本施設の指定管理者の選定時期は、全庁的なマニュアル改定前の平成２６

年度でございますので、これらの項目につきましては設定していないところでございます。 

 続きまして、制度導入により見込まれる効果でございますが、民間のノウハウを活用し、

市民の交流の場や市民の文化活動を支援する場を提供することでございます。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」でございますが、指定管理者名は千葉トリニティ

運営事業体でございまして、構成団体は、株式会社千葉マリンスタジアムを代表企業とし、

ご覧の２者でございまして、主たる事業所の所在地は、代表企業である株式会社千葉マリ

ンスタジアムの所在地を表記しております。 

 続きまして、指定期間、指定管理者の選定方法、非公募理由でございますが、ご覧のと

おりでございます。 

 他施設と比べまして記載内容が異なりますので、この記載している内容についての経緯

を簡単に申し上げますと、本施設につきましては、平成２４年度及び平成２５年度におき

まして、中央コミュニティセンターを移設することを目指した施設のあり方検討を行いま

して、その結果、他用途で使用するには多額の施設改修費用がかかること、今後２０年間

にかかる設備更新費用が約３３億円と試算されたことから、他施設の移設は行わないこと、

また、本施設の大規模な設備更新は実施しないこととなりました。これを前提に、平成２

７年度から新たに本施設のあり方を検討することとして、その期間を３年間とし、前指定

管理者となっていた千葉トリニティ運営事業体を非公募により指定を継続したことによる

ものでございます。 

 続きまして、「３ 管理運営の成果・実績」の「（１）成果指標に係る数値目標の達成

状況」でございますが、先ほどご説明させていただきましたとおり、成果指標の設定がな

いため記載はしておりません。 

 ページをおめくりいただきまして、「（２）その他利用状況を示す指標」でございます。 

 「①利用者数（人）」でございますが、実績としてはご覧いただいているとおりでござ

います。 

 なお、記載はございませんが、前年度における合計人数につきましては、２２万６５０

人でございまして、前年度比では２万５６１人減少しております。その要因としましては、

音楽ホールの減少でございまして、前年度比で１万３，４１２人の減少となっております。 

 続きまして、「②稼働率（回転率）」でございますが、実績についてはご覧いただいて

いるとおりでございまして、こちらは前年度と比較しますと、若干の増減はございますが、

各指標ともおおむね横ばい傾向となっております。 

 続きまして、３ページをご覧願います。 
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 「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」「ア 収入」でございますが、本施設

は独立採算制のため指定管理料はございません。 

 次に、利用料金収入ですが、実績、計画、提案額はご覧いただいているとおりでござい

ますので、それぞれの差異の要因を申し上げますと、まず、実績額と計画額の差であるマ

イナス１，３５２万６千円につきましては、大手ゼネコンの安全大会や宴会、大手不動産

会社の展示会などの大型物件の開催が２８年度にはなかったことによるものとなっていま

す。 

 次に、計画額と提案額の差でございますマイナス３６０万７千円についてでございます

が、こちらは景気動向による補正を行ったためでございます。 

 続いて、その他収入でございますが、これは本施設の１階にあります郵便局等から光熱

水費を徴収しているものでございます。その実績差異につきましては、僅少でございます

ので説明は割愛させていただきます。 

 続きまして、「イ 支出」でございますが、２８年度数値につきましてはご覧いただい

ているとおりでございます。実績差異の要因を費目ごとに申し上げますと、まず人件費で

ございますが、こちらはボーナスカットによる人件費の抑制を図ったものでございます。 

 次に、事務費・管理費でございますが、こちらは光熱水費等の減によるものとなってお

ります。 

 続きまして、委託費でございますが、これは駐車場勤務時間数の変更や施設管理総合の

委託業務内容など、委託の仕様や金額の見直しを実施したことに伴いまして、委託費の削

減を図ったことによるものでございます。 

 次に、その他事業費、本社費・共通費でございますが、本社費・共通費として計上を行

っていないことなどから記載はございません。 

 続きまして、４ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」でございます。 

 こちらは、自主事業である宴会やレストラン事業によるものでございまして、「ア 収

入」及び「イ 支出」の実績額はご覧いただいているとおりでございます。 

 次に、「（３）収支状況」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 必須業務及び自主事業の２８年度の収入・支出及び収支の額は、これまで説明いたしま

した事業の合計値でございますので説明は割愛させていただきますが、最終的には８６６

万５千円の黒字を計上しており、この額は前年度に比べまして約３７７万円の増となって

おります。これに伴う利益の還元額でございますが、基本協定書における利益の還元の規

定には該当しなかったため、市への還元額はございません。 

 続きまして、「５ 管理運営状況の評価」「（１）管理運営による成果・実績（成果指

標の目標達成状況）」でございますが、先ほどと同様に、平成２６年度指定管理者選定の

施設であるため記載はございません。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 「（２）市の施設管理費縮減への寄与」の欄でございますが、本施設は独立採算制であ

り、指定管理料の支出がないため記載はございません。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」でございますが、指定管理者による自己評価及び

市の評価は全ての項目において「Ｃ」となっております。市の評価につきましては、下の

評価の内容に記載がございますとおり、おおむね管理運営の基準・事業計画書等に定める
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水準どおりに管理運営が行われていたと判断したことによるものでございます。 

 続きまして、６ページをご覧願います。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」でございますが、主な

ものを挙げさせていただいております。まず一つ目でございますが、「アンケートの実施

方法について工夫されたい」というご意見につきましては、平成２７年度よりコンサート

等の来場者へのアンケートを実施しております。二つ目でございますが、「飲食目的で来

館してもらえるよう、飲食の内容や提供方法を見直すなど、積極的な事業展開に努められ

たい」とのご意見につきましては、季節に合わせた食材の活用、さまざまな宴会プランの

実施にあわせて新たな団体割引等の実施を行っております。いずれの意見についても、お

おむね対応がされているものと認識しております。 

 続きまして、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）指定管理者が行ったア

ンケート調査」でございますが、調査方法は、ホール・ケータリングにつきましては、ア

ンケートをお渡しし利用者からの意見の収集を行いました。レストランにつきましては、

アンケート箱を常置し、年間を通して利用者意見の収集を行っています。回答者数、質問

項目はご覧のとおりでございます。結果でございますが、ホール、リハーサル室、レスト

ラン、会議室につきましては、総合評価において「満足」、「やや満足」の回答割合が９

０％以上であり、高い満足度を得られております。また、ホール来場者につきましても、

施設の設備面において「非常に満足」、「満足」が９４．１％、スタッフの対応も「非常

に満足」、「満足」が８８．２％であり、おおむね満足いただいております。さらに、ケ

ータリングにつきましても、総合評価において「満足」、「やや満足」が８６．２％であ

り、おおむねご満足いただけている内容となっております。 

 続きまして、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」でございま

すが、リハーサル室について、「ドアストッパーが止まらない」とのご意見をいただき、

改良を実施いたしました。また、「継続利用者を優先するような予約方法の改善をしてほ

しい」とのご意見につきましては、平等利用の方針から難しいことをご説明し、ご理解を

いただいたところでございます。「館内に喫煙所が欲しい」とのご意見につきましては、

１階に喫煙所がございますため、そちらで喫煙をしていただくようにご理解をお願いして

おるところでございます。レストランにつきましては、「メインデッシュの温度が低かっ

た」というご意見を頂戴し、これは混雑時にサーブが追いつかず料理が冷えてしまったこ

とによるものでございますが、厨房、サービスの連携を再確認いたしました。また、「食

器の片づけが早い」というご意見を頂戴いたしまして、食器を下げる際にはスタッフから

のお声がけを徹底するようにしております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 「７ 総括」でございますが、「（１）指定管理者による自己評価」としましては、総

括評価は「Ｃ」となっています。所見としましては、施設管理はおおむね事業計画どおり

実施できたとしております。施設利用促進については、社会福祉法人減免制度及び割引プ

ログラムの周知が進んでいることにより利用件数が前年１５件から２９件と倍増すること

ができた、全体収支については前年に続きプラスとすることができた、平成２９年度末で

の施設廃止方針において、利用者に対し丁寧な対応・説明を継続的に実施し、混乱なく経

過しているという所見でございます。 
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 次に、「（２）市による評価」でございますが、総括評価は「Ｃ」としております。所

見としましては、おおむね条例、規則、管理運営の基準どおりに運営されているといたし

ました。特に、指定管理事業においては、利用料金収入が前年度比マイナス１，１１６万

４千円であったものの、支出抑制に努め、収支としましては前年度に引き続き赤字であっ

たものの、その額は前年度比で６１８万４千円縮減していること、また、自主事業におい

ては、前年度を下回る額となったものの、引き続き黒字を確保し３，７７８万８千円とな

り、施設の全体収支では８６６万５千円の黒字を計上しましたことから、これらを踏まえ

総括評価を「Ｃ」としたものでございます。 

 説明は以上となりますが、最後に、年度評価シートに記載はございませんが、本施設は

昨年の９月に廃止の方針を公表いたしまして、本年３月の市議会において本施設の設置管

理条例を廃止する条例が可決され、平成３０年３月３１日をもって営業を終了することと

なっています。このため、指定管理期間としましては残り約８カ月ございますが、今回の

ご審議内容を踏まえ、営業終了の期間まで適切な管理運営に努めたいと考えておりますの

で、忌憚のないご意見をいただければと存じます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 結局、この後がないとなると、運営するほうもなかなか難しいですよね。 

○早川委員  お話を聞く限り、もう閉館するというのは決まっているわけですね。レス

トラン部分で評価をこれだけあげられたのは、よくやったなという印象はありますね。確

かに売上げは前年と比べると下がってしまっていますが、コストの削減もやっていて、そ

ういう経営努力が随所に見られますよね。評定は「Ｃ」でいいと思いますが、全体として

よくやったなという感じを受けました。 

○吉田委員  ご質問もさせていただきましたが、やはり音楽ホールの収入が低い一方、

支出が多いというところで大きな負担になっている中で、早川委員がおっしゃられたよう

に、自主事業で黒字を確保されているのかなという認識ですね。 

○早川委員  前も申し上げたと思うのですが、京葉銀行プラザのネーミングライツ料は、

市の収入となり、指定管理者の収入になっていないですよね。ネーミングライツは特定の

企業の名だと、使いにくい場合があるのです。例えば、金融や証券は、ネーミングライツ

の導入前はやっていたものを、導入後は使用していないと聞いていますから。そういう見

えないところの影響も出てくるんですね。だから、そういう中でよく頑張ったなと、こう

いう意味ですね。 

○吉田委員  こういった施設のネーミングライツによって、使えなくなってしまった事

業体、使いづらくなった事業体がいらっしゃるということですよね。 

○稲垣部会長  市の評価について特にご意見ないですか。これでよろしいですか。 

○早川委員  ないです。 

○稲垣部会長  どうぞ。 

○金子委員  この件についてというわけではないですけども、今後こういう年度評価シ

ートをつくられるときに、「Ｃ」とか「Ｄ」とかこれから出てくると思いますが、平均点

が何点だったのかというのを括弧書きにしてもらうと、「Ｂ」に近い「Ｃ」なのか、

「Ｄ」に近い「Ｃ」なのかというところがわかりやすいかなというのと、総括評価のとこ
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ろも、以前までは、「Ａ」が何項目、「Ｂ」が何項目とかいうような一覧表があったよう

な気がするのですが、今回は「Ｃ」とかだけですね。項目自体がそんなに多くないので、

何％以上が「Ａ」または「Ｂ」とかいうような判定がわかるとは思うのですが。８ページ

の７番は、５ページの各項目の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の割合で決まってくるわけですよ

ね。そのあたり、「Ａ」が何項目、「Ｂ」が何項目、「Ｃ」が何項目って、そんなに項目

数多くはないですが、何％なのかという内訳が書いていると、よりわかりやすいのかなと。 

 あくまで５段階でしか見ないということであれば、５段階の中で上のほうなのか下のほ

うなのかっていうのは、あんまり加味する必要はないのかもしれないですけど、参考まで

にそういうのがあったほうが、より細かく見ることもできると思いますので、ご検討いた

だければ幸いです。 

○稲垣部会長  次の評価のときに、「ただし、前年度Ｃだった」というだけじゃわかり

にくいから、この表のデータも一緒に出してもらうか、今おっしゃったように、その

「Ｃ」の下のほうだったのか上のほうだったのか、わかったほうがいいというのがありま

すよね。 

○神田市民総務課長  総括のところは、平均点というのではなくて、先ほどの参考資料

６－４の、５０％以上、「Ａ」だとか「Ｂ」だとかという、そういうもので決まってくる

ので、平均点が出てくるのは、その前の５ページのところで、実は平均点が何点だったと

いうので、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」というのが決まる、そういう仕組みですので。もし平

均点を参考的にお示しするのであれば、５ページのここのところで何点だったので、評価

は「Ｃ」とかというのが、もしかしたらできるかもしれません。 

○吉田委員  モニタリングレポートの「〇」からそこにいっちゃうのが見づらいので、

確かにここに入れてほしいですよね。 

○稲垣部会長  わかりにくいですよね。大ざっぱに、「◎」が一つ、二つぐらいじゃあ

点が変わらないだろうなぐらいしか、こちらはわからないですよね。 

○吉田委員  わかりやすく全部「〇」だから、大体そうなのだろうなというのはわかる

んだけど、「×」とかが出てくると。 

○稲垣部会長  どこに書いてもいいですけど、わかりやすくしていただいたほうがいい

かもしれないですね。 

○神田市民総務課長  ここはモニタリングシートのその点数から、この項目が平均何点

だから「Ｃ」とか「Ｂ」とかという、それは並記していますけれども、その中間の表とい

うのは省略されているので、確かにちょっとわかりづらいとは思います。 

○吉田委員  その辺がわかりやすければ新しい資料を作られなくてもいいのかなという

感じはします。 

○稲垣部会長  では、今ほどのご意見をまとめると、市がつけた「Ｃ」の評価は妥当で

ある。施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策等意見としましては、新たな

ご意見として、レストランなど自主事業で黒字を確保しており、全体的に努力が見られて

評価できるということですね。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。どうぞ。 

○金子委員  モニタリングレポートの９ページに、その他特筆すべき事項の３行目です
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かね、「来年度以降」というような言い方がされているのですが、これはもう３０年の３

月に閉鎖ということになるので、これの作成日が２９年３月２７日ということは、２８年

度、来年度というのがこれは２９年度のことを意味するのかと思います。「以降」という

のは取られたほうが。「来年度は」というようなものが正確かなというふうに思いまして、

ちょっとコメントさせていただきます。 

○小名木文化振興課長  確認して訂正させていただきます。 

○金子委員  よろしくお願いします。 

○吉田委員  これの対象期間が「２８年４月１日から２９年３月３１日」を「３月２７

日」にやられているので、来年度というのは今、走っている４月から３月のことを対象と

されているという理解でよろしいのではないですか。 

○金子委員  来年度以降というと、複数年のような。 

○吉田委員  以降を来年度にするということですね。はい。 

○稲垣部会長  じゃあそういう、最後に申し上げたような一連のご意見と、ほかにちょ

っとした書き方の修正っていうことで、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） 

○稲垣部会長  文言等については、また私のほうと事務局で調整させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスク等を把握するとなっています。こ

れから、計算書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、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。 

 傍聴人はいないので、このまま続けます。 

では、公認会計士である吉田委員から、指定管理者の財務状況に関して、計算書等を

もとにご意見をいただきます。 

（※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  ありがとうございました。何かご質問等ございますか。 

それでは、この年度については、計算諸表に基づいた資料に基づく意見ではあります

が、撤退等のリスクはないというご意見でよろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、ここからの会議については公開といたしますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市文化交流プラザ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で調整するということでご了承いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 次に、市民会館及び文化センターについての評価を行います。施設所管課から説明をお

願いします。 
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○小名木文化振興課長  それでは、千葉市民会館及び千葉市文化センターについて、ご

説明させていただきます。資料４－１をご覧いただきたいと思います。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」及び「２ 指定管理者の基本情報」の欄をご覧いた

だきたいと存じます。 

 条例上の設置目的及び選定時に掲げましたビジョン・ミッション等につきましては、記

載のとおりでございます。 

 指定管理者は公益財団法人千葉市文化振興財団、指定期間は平成２８年４月１日から平

成３３年３月３１日までの５年間となっております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」の欄をご覧いただきたいと思います。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」につきましては、選定時に市が提

示した成果指標に基づき、指定管理者が設定した数値目標の達成状況を記載しております。 

 市民会館につきましては、「②使用件数」と「④施設稼働率」の達成率が８０％台前半

となっておりますが、この原因につきましては、指定管理者としては、過去数年にわたる

改修工事の影響で貸し出しができなかった期間があったため利用者離れがあったのではな

いかとの分析をしております。 

 文化センターにつきましては、おおむね９０％程度の達成率となっております。 

 次に、「４ 収支状況」の欄をご覧ください。 

 「（１）必須業務収支状況」につきましては、収入・支出ともに、提案額・計画額と比

べ実績額が抑えられております。特に支出の面につきましては、計画と比べ２，８００万

円ほど削減されており、管理運営に係る削減努力がうかがえるところでございます。 

 次に、３ページの「（２）自主事業収支状況」については記載のとおりでございます。 

 次に、４ページの「（３）収支状況」におきましては、（１）及び（２）の収支を記載

しておりますが、必須業務は９６８万４千円、自主事業は１２万円の黒字となっておりま

す。黒字ではございますが、基本協定に定める基準額を超えていないため、利益の還元は

生じません。ただし、文化振興財団につきましては、基準額を下回る場合であっても、修

繕等の費用に充当し利用者の利便性の向上を図る旨の提案がなされておりますので、具体

的な内容については今後検討していく予定でおります。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」につきましては、さ

きにご説明させていただきましたとおり、市民会館におけます「②使用件数」と「④施設

稼働率」につきましては、達成率が低めだったため「Ｄ」評価とさせていただきました。

対して、「③実演芸術の公演本数」につきましては、目標を超える実績がありましたため

「Ｂ」評価としております。その他は、おおむね良好に管理運営が行われると判断し

「Ｃ」評価としいたしました。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」につきましては、選定時の提案額の５％未満

の削減という結果になりましたので「Ｃ」評価といたしました。 

 ５ページの「（３）管理運営の履行状況」につきましては、「３（３）施設における事

業の実施」の項目におきまして、アーティストへ活動の場を提供したり文化活動を担う人

材の育成に努めたほか、共催事業を年１０本以上実施する等、文化芸術振興に寄与したこ
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となどから「Ｂ」評価といたしました。そのほかは、おおむね管理運営の基準・事業計画

書等に定める水準どおりに管理運営が行われていたものと判断し、全て「Ｃ」評価といた

しました。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の欄をご覧ください。 

 アンケートの調査結果につきましては、資料４－４の事業報告書の中の６１ページ、ア

ンケート結果報告及び、８１ページの顧客満足度調査結果として、詳しい結果の記載をし

ておるところでございます。 

 アンケート結果報告は、施設利用者向けのアンケートでございます。トータル評価であ

ります、「２４ 本日の施設満足度」につきましては、市民会館は６６ページ、文化セン

ターについては７４ページに記載がございますが、市民会館、文化センターともに約９割

の方が７０点以上の評価しておりまして、満足度が高いことがうかがえるところでござい

ます。 

 顧客満足度調査結果につきましてはイベント参加者向けのアンケートで、イベントによ

り満足度にばらつきがございますので一概に評価するのは難しいところでございますが、

満足度の低かったイベントについては内容の見直しをするなどし、今後の企画に生かして

いくことを期待しているところでございます。 

 続きまして、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」におきまし

ては、さまざまな意見や苦情が寄せられる中、可能な範囲で対応策等をご案内し、お客様

へご理解いただけるよう努力していることがうかがえるところでございます。 

 最後に、「７ 総括」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」につきましては、目標には届かなかったものの、

通年開館や割引の実施により利用促進に努めたことから「Ｃ」評価としております。また、

「（２）市による評価」につきましても、おおむね計画どおり良好に管理運営が行われて

いることから「Ｃ」評価といたしたところでございます。 

 指定管理者年度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、今のことについて、ご意見があったらお願いいたします。 

○早川委員  よろしいじゃないでしょうか。特に、施設における事業として、アーティ

ストバンク等、アーティストへの活動を去年と比べると今年はかなり充実させているよう

ですので、これは積極的に評価されていいと思います。 

 それから、全ての施設に出てくるのですが、洋式トイレの問題があるということで。こ

れは指定管理業務とは別に、市の施設という意味で前向きにご検討なさったほうがいいん

じゃないかと。お若い方は何も感じないかもしれないけど、我々の年代なんかもう。 

○吉田委員  小さい子も使えなかったりしますしね。 

○早川委員  利用者を見ると６０、７０、８０歳代ぐらいが中心ですよね。予算の問題

があると思いますけども、ここは一生懸命考えてもいいのかなという気がいたします。全

部の施設でトイレの問題が出ていますからね。 

○稲垣部会長  評価に限らず、何かご意見がございましたら。 

 これについての意見じゃないですけど、アンケートを見ていると、今までアンケートの

記載を年齢とか男女とかで分けていたじゃないですか、それもあると思うのですが、こう
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いうホールは、客の立場とホールを借りに来る主催者の立場とアンケートが必要ではない

かなと思います。もちろん、両方必要ですけど、でも、やはり、ここ借りようかなって選

ぶ運営者たちの意向というのも結構重要じゃないかなと思います、客だけじゃなくて。一

番先に選んでくれるのは主催者ですよね。どこでやろうかって考えるのは客じゃないです

よね。そっちの意向を無視しておるのではないかなと思うのですが。 

 ほかに特にございませんか。 

この市の評価はそれでよろしいということでよろしいですかね。 

 その他、どうぞ。 

○金子委員  年度評価シート６ページの総括のところにある自己評価の欄ですが、過去

３カ年の工事予定で貸出休止を設けていた期間の落ち込みが著しかったというのは、１２

月から２月の３カ月間は貸出しができなかったということですか。 

 この期間は、もう貸出しはできたけれども、過去に工事をやっていた際に以前やってい

たところが他で開催し、この文化ホールの大ホールを借りなかったという、そういう意味

ですか。どっちでしょうか。 

○小名木文化振興課長  工事期間に別のところを使ったところが一回離れてしまって、

そこから付き合いがなくなったということです。 

○吉田委員  １２、１、２月というのは、割と稼働が多い時期ということですか。 

○小名木文化振興課長  年末は、やはり一定の需要があります。 

○金子委員  改修したということはきれいになったということで、また戻ってくるよう

なＰＲに努められたのかというところが大きいのかなという気もします。しかし、設備を

きれいにしたとしても、やはりトイレの問題があると思います。これほどアンケートで、

トイレの問題が多く挙がっているということは、多分、主催者の側も気づかれているでし

ょうから。やはり早川委員もおっしゃいましたけど、トイレのところを改修してあげるこ

とで、利用がもっと戻ってくるなり、新規の主催者、借りる方を獲得するというところに

も追い風になるかなと思いますので、そのあたりはご検討いただいたほうがいいのかなと

思いました。 

○早川委員  大変だと思いますけども、洋式和式だけの問題だけでなく、特に今、市民

会館でしたか、古いところは改修、改修を重ねていますから。 

位置を変えるというのは大変なんですよね。 

○吉田委員  排水の流れが。 

○早川委員  そういうことも含めて、ちょっとご検討されたらと。 

○小名木文化振興課長  老朽化している部分もありまして、この先どうなるかというの

は何も決まっていないところがあるのですが、いただいたご意見を踏まえまして検討させ

ていただきたいと思います。 

○稲垣部会長  どんな商売でもそうですけど、１回ちょっと他の所へ行ってしまうとな

かなか戻って来ないというのがありますよね。それを踏まえて、どう努力するかというこ

とですね。 

 では、今のお話とあわせて、評価自体は「Ｃ」で妥当であるという結論と、施設管理運

営のサービス水準の向上、業務効率化の方策等意見としましては、市の整備の問題である

けれども、洋式トイレの要望が多いので改修をできるだけ早くしてほしいという、この程
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度でよろしいでしょうかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは次に、指定管理者の倒産・撤退のリスクに関することという観

点から、指定管理者の財務状況に関して意見交換を行いたいと思います。 

 本市の指定管理者で、公益財団法人千葉市文化振興財団については、計算書類は公表さ

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、指定管理者の財務状況に関して、計算書類等をもとに吉田委員からご意見を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○吉田委員  先ほどお話ししましたとおり、文化振興財団になりますが、事前質問を挙

げさせていただいております。質問の回答をご覧いただきたいのですけども、経常収益に

２期連続落ち込みが見られております。その一方で管理費が増加しておりますので、この

状況であれば、一般の企業であれば経常収支が赤になるのではないかという観点からご質

問をさせていただきましたところ、右のとおりのご回答を得られました。 

収益の落ち込み自体、上のほうの前段の部分に書かれていらっしゃるとおりなのかな

と。収入が落ちているのに管理費が増えているところが問題ではないかなというご質問を

したところ、退職者による退職金支出が大きく計上されたということでしたので、これは

退職者が出ないときには費用は均衡するというご回答ですので、特別な支出があったとい

う理由なので大きな問題ではないのかなと判断します。こちらのご回答をもって倒産・撤

退の懸念はないと判断させていただこうと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  では、これについてのご質問は、先ほどと同じで特にないということで

よろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、倒産・撤退のリスクについてはないということで判断されるとい

うことでまとめさせていただきます。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、市民会館及び文化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で調整するということでさせていただきます。よろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

〇稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ここで５分間の休憩をとりたいと思います。会議再開時間は５５分でよろし

いでしょうか。それでは、休憩とします。 

（休憩） 

○稲垣部会長  では、再開したいと思います。 

○宮本市民総務課長補佐  ここで、職員の入替えを行いましたので、紹介いたします。 

 千葉市若葉区千城台コミュニティセンターを所管いたします、若葉区地域振興課地域づ

くり支援室長の岡本でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○稲垣部会長  それでは、次に、若葉及び美浜文化ホールについて評価を行います。施

設所管課から説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、千葉市若葉文化ホール及び千葉市美浜文化ホールに

ついて、ご説明させていただきます。資料５－１をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」及び「２ 指定管理者の基本情報」の欄をご覧いた

だきたいと存じます。 

 条例上の設置目的及び選定時に掲げましたビジョン・ミッション等につきましては、記

載のとおりでございます。 

 指定管理者は、ちばアートウインド運営企業体、指定期間は平成２８年４月１日から平

成３３年３月３１日までの５年間となっております。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」につきましては、選定時に市が提

示した成果指標に基づき、指定管理者が設定した数値目標の達成状況を記載しております。

当施設の指定管理者は、選定時に市が設定しました数値目標を上回る目標設定をしており

ますが、平成３２年度までの５年間で段階的に上げていくこととしているため、初年度で

ある２８年度は市が設定した数値目標と同じ値を目標としており、達成率も２８年度の数

値目標をベースに算出しております。 

 若葉文化ホールにつきましては、「④ホール稼働率」は達成率が９割程度となっており

ますが、その他の項目が８割程度にとどまっております。この原因につきましては、指定

管理者としましては、隣接する千城台コミュニティセンターの諸室が、市外在住者、企業、

個人も利用可能になったことにより、利用者の流出があったものと分析をしております。 

 美浜文化ホールにつきましては、達成率がおおむね９割を超えておりまして、利用率の

高さがうかがえます。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」につきましては、指定管理者が独自に掲げた目標

でございますが、おおむね達成しております。 

 次に、「４ 収支状況」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、「（１）必須業務収支状況」における提案額の欄につきましては、美浜文化ホー

ルにおける光熱水費及び区負担金が含まれていないため比較はできませんが、計画額と比

べますと、実績額は収入・支出ともに抑えられております。特に支出の面につきましては、

計画と比べ１，６００万円ほど削減されており、管理運営に係る削減努力がうかがえると

ころでございます。 

 続きまして、「（２）自主事業収支状況」につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、「（３）収支状況」におきまして、（１）及び（２）の収支を記載してお

りますが、必須業務は７２６万１千円、自主事業は９１万２千円の黒字となっております。

黒字ではありますが、基本協定に定める基準額を超えていないため、利益の還元は生じま

せん。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」につきましては、先

にご説明させていただきましたとおり、若葉文化ホールにおける「①施設利用者数」、

「②使用件数」及び「③施設稼働率」につきましては、達成率が低めだったため「Ｄ」評
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価とさせていただきました。その他は、おおむね良好に管理運営が行われるものと判断し

「Ｃ」評価としております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」につきましては、選定時の提案額と実

績額を比較し削減状況を評価するものでございますが、美浜文化ホールにおきましては光

熱水費等の額が提案額に含まれていないため、実績額からそれを差し引いた額と比較をい

たしました。その結果、選定時の提案額と同額でしたので「Ｃ」評価といたしたところで

ございます。 

 「（３）管理運営の履行状況」につきましては、おおむね管理運営の基準・事業計画書

等に定める水準どおりに管理運営が行われていたと判断いたしまして、全て「Ｃ」評価と

いたしました。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 アンケートの調査結果につきましては、資料５－４「事業報告書」の中の３９ページ、

「６ アンケート集計・分析」及び、６９ページ以降にございます「顧客満足度調査分析

レポート」としまして詳しい結果の記載をしております。 

 アンケート集計・分析につきましては、施設利用者向けのアンケートでございます。ト

ータル評価である、「２４ 本日の施設満足度」につきましては、若葉文化ホールでは４

４ページに、美浜文化ホールにおきましては５３ページにございますが、若葉・美浜文化

ホールともに８５％以上の方が７０点以上と評価しておりまして、満足度が高いことがう

かがえるところでございます。 

 顧客満足度調査分析レポートにつきましては、イベント参加者向けのアンケートでござ

いますので、イベントにより満足度にばらつきがございますので一概に評価するのは難し

いところでございますが、満足度の低かったイベントについては内容の見直しをするなど

し、今後の企画に生かしていくことを期待しているところでございます。 

 資料５－１の６ページにお戻りいただきまして、「（２）市・指定管理者に寄せられた

主な意見・苦情と対応」におきましては、さまざまなご意見や苦情が寄せられる中、可能

な限りの対応をし、お客様へご理解いただけるよう努力していることがうかがえるところ

でございます。 

 最後に、「７ 総括」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」につきましては、目標には届かなかったものの、

新たな割引制度の導入等により平日のホール稼働率を上げたことなどから「Ｃ」評価とし

ております。 

 また、「（２）市による評価」につきましても、おおむね計画どおり良好に管理運営が

行われてございますことから「Ｃ」評価といたしたところでございます。 

 指定管理者年度評価シートの説明につきましては以上でございます。よろしくお願いし

ます。 

○稲垣部会長  ただいま所管課から一通り説明いただきました。千葉市若葉文化ホール

及び美浜文化ホールの年度評価について、市当局の作成した評価の妥当性について及び、

指定管理者の施設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、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。質問もあわせて結構です。 

○早川委員  あそこへ行きますと、コミュニティセンターもホールもどっちがどっちか、
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我々市民はわかりにくいですよね。利用もここに書いてあるとおり、同じ目的で使えます

よね。だから、どう指導していくか。ホールだけを稼働率をうんと上げるとすると、かな

り厳しくなると思います。 

 全体的な管理は、非常にきれいにしっかりやられているので、職員の方が努力している

というのはよくわかる。ですから、使用者をどうしたら増やせるかということになると、

なかなか。あんまり、市の統括管理の人がつくることは、人件費の節約とか指導の均一化

っていうのはできるけども。若葉は若葉で今も相当やっている。数字がこうだから高い評

価をつけろとは言えないですけども。現状であれば、よくやっているなと。 

 特に、差し支えあるかと思われますけど、高齢化が進んでいますから、この地域は。そ

ういう地域の要望に応えてホールが活用される、運用されるということであれば、とりあ

えず評価は「Ｂ」とかそういう評価がつくけども、それとは別に評価をしてあげていいか

なという思いがしておりますね。 

○稲垣部会長  この評価全体に対する意見でないですが、さっきのアンケートの６ペー

ジに利用者の寄せられた意見で、使用希望者が多くて抽選しなければならないと苦情があ

りますよね。一方で、稼働率が上がっていない。要するに、集中しているということです

かね、利用日が土日だとか。その問題をクリアしないと、一方で抽選しなきゃいけないと

いう苦情があって、一方で稼働率が下がっている。 

○吉田委員  美浜の話ではないですか。美浜が集中しちゃっていて、稼働率は若葉のほ

うが低い。 

○稲垣部会長  二つ一緒になっていますからね。なるほど。 

 美浜と若葉の違いを見ていて思ったのですけれど、片一方は確かに、もちろん新しいこ

ともありますが、都市化が進んでいる。若葉区の千城台は人口がどうなっているのかなと

いう、その違いをちょっと考えなきゃいけないと思いながら聞いていたのですが。 

○吉田委員  美浜は市外・県外の方からもかなりニーズが高くて、車での立地もすごい

いいという面が大きいのかなと。一方、若葉は本当に市民のための皆様の地域施設という

ことなので、大分性格が違いますよね。 

○稲垣部会長  だから、同じ千城台とかでやっているけど、片一方は人口減もあるし高

齢化が進んでいる。美浜のほうは、どっちかというと新しい街だし交通の便もいいし。 

○吉田委員  美浜のほうは市の施設としてあるべきかどうかぐらいの段階になってしま

っているのかなと。若葉区のほうは、市でやるべき施設だと思いますけどね。 

○早川委員  どうすみ分けるかというのが非常に重要なポイントになってくる。私、芸

術は全く分かりませんが、美浜の利用者の方が、ややレベル高い人が多い。こっちの人は

一般の市民で、楽しむ人が多いだけというわけで、そういう違いが出てきますからね。 

○稲垣部会長  地域のコミュニティセンターのちょっと良いのが千城台の若葉のほうで、

美浜のほうはもう専門的というか、レベルが高いというか。 

○吉田委員  舞台もやっぱり、ちょっと違いますものね。 

○稲垣部会長  本格的ですよね。そういう何か違いが、同じ業種では対応できないのか

なという点、具体的にどうしたらいいというのはわからないですけど、そんな印象ですね。 

○吉田委員  総合評価で逆に「Ｃ」になると、美浜は美浜で頑張ってらっしゃるところ

が、若葉のほうで足引っ張られるってなると、何かそれはそれで何か違うような感じも受
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けられるのかな。逆に美浜のおかげで若葉が上がっちゃうのも、ちょっとおかしいなって

いう印象を受けています。 

○早川委員  美浜文化ホールと若葉文化ホール、全然使う目的が違う。片方は音楽ホー

ルですよね、美浜のほうは。あそこで演劇できないでしょう、舞台装置がないから。 

○渡邊文化振興課長補佐  美浜にはホールが二つありまして、小さいほうのホールと、

もう少し大きいほうの３５０席くらいのホールがありまして、大きい方は演劇ができます。

若葉のほうは５００席ぐらいで、多目的ホールが一つあるということです。 

○稲垣部会長  一体運営してもらったほうがいいのか、逆に、田舎のほうは田舎のプロ

がやったほうがいいのか。微妙なところですよね。 

○吉田委員  もうちょっと、来館者目線で接せられるような企業体のほうがよい場合も

ありますよね。 

○稲垣部会長  若葉区もよくやっていると思いますけどね。 

○早川委員  僕も思いますよ。 

○稲垣部会長  あっちは、人口減とか、いろんな問題抱えているんですよね。 

○吉田委員  雰囲気もいいですし、建物もとてもきれいなので、すごいいいなと思いま

した。本当、美浜は千葉市の施設じゃなくていいんじゃないかなって逆に思ってしまうぐ

らいの。 

○稲垣部会長  そうそう。市民参加型っていうか、セミプロがやるとか、そんな感じで

すね。だから、ちょっとニュアンスが違うから、一体運営がいいのかよくわからない印象

がありますね。 

○吉田委員  そもそも、その一体の指定管理であるべきかどうかっていう話になってし

まうのかもしれないですけどね。 

○稲垣部会長  今のは感想程度で、意見というわけじゃないですけど。 

○金子委員  収支状況の４ページを見ると、自主事業が前年に比べて収入が６割ぐらい

に落ちている、支出は４分の１ぐらいになっていますけど、このあたりは何か要因があっ

たのでしょうか。自主事業が振るわなかったのか、少し整理されたのか、何か事情があれ

ば。 

○吉田委員  昨年の自主事業の事業費の支出は、全て事業費で３ページに書かれていま

した。 

○文化振興課  こちらの文化ホールにつきましては、２７年度までは４館一括で指定管

理をやっていたこともありまして、その中の事業として、現状の指定管理ですと必須業務

いわゆる指定管理業務と、自主事業に分かれていますが、その区分けが、前の指定管理は

今とは違って明確に分かれていなかったということがございまして、こちらに書いてある

２７年度の自主事業のほかに、一部、現状でいうところの指定管理業務に必須業務が入っ

た形で整理されているという状況がございます。 

 そこが、このシートをつくるに当たってきれいに分けることができなかった関係があり

まして、一部の指定管理業務が入っている形での整理の数字になっているということを前

提としてご理解いただければというふうに思います。ですので、純粋に自主事業が数字と

して落ちたというわけではないと理解いただけるとありがたく思います。 

○早川委員  事業報告の中で、土日・祝祭日が利用できなかった日が多かったことも来
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場者が減った理由だっていうのが書いてありましたね。 

○吉田委員  何ページのところでしょうか。 

○早川委員  これは資料５－４の９ページ。 

○渡邊文化振興課長補佐  この９ページの記載は、土日に実際に利用がなかった日とい

う。 

○早川委員  できなかった日ではない。 

○吉田委員  オープンはしていたけど、利用がなかったっていうことですね。 

○渡邊文化振興課長補佐  利用がなかったということで、率としては下がってしまうと。 

○早川委員  利用がない日、利用ができないのではなくて。 

○吉田委員  土日・祝日は７６％を目標としていたものの、利用がない日があったので

７０％にとどまりましたという。 

○早川委員  なるほど。 

 さっきの評価を上げた理由をちょっと聞くのを忘れちゃったのですが、休日休めるとこ

ろを休まないで開けているから評価が上がっているのでしたっけ。 

○金子委員  資料３－２の９ページですか。 

○吉田委員  ３－１の５ページにも、管理運営の履行状況で当該事項のコメントが同じ

ように書かれていらっしゃいますね。 

○小名木文化振興課長  文化交流プラザが通年開館、年末年始を除いて。 

○吉田委員  指定管理を募集する時点でということですか。恐らく、文化交流プラザは

第１・第３月曜は休みでいいよと言ったけども、指定管理側が開けていますよということ

でプラスのコメントが書かれているのですね。 

○稲垣部会長  では、意見をまとめますと、評価の「Ｃ」自体は妥当であるということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、ご意見等としては、施設がきれいに保たれており職員の努力がう

かがわれて評価できると。それから、美浜文化ホールと若葉文化ホールで立地等の差があ

り、稼働率等に差が出ているため、一体で管理を行うことについても検討されたいとの意

見でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  次に、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握する観点から、指定管理

者の財務状況等に関して意見交換を行いたいと思います。 

 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いますので、先ほどと同様

に、ここからの会議を非公開といたします。 

 傍聴人はいないので、このまま続けます。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等をもとに吉田委員からご意見

をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（※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
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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  今までのお話をまとめると、共同事業体の中身は売上げの波が大きい企

業もあるが、一定の営業利益は全体としては撤退のリスクはないということでよろしいで

すか。 

（異議なし） 

 それでは、これからの会議については公開といたします。 

それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市若葉文化ホール及び美浜文化ホール指

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での意見をまとめていくと

いうことですが、詳細については私と事務局で調整するということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

〇稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に千城台コミュニティセンターについて評価を行います。施設所管課から

説明をお願いします。 

○岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長  それでは、資料６をご覧ください。 

 平成２８年度指定管理者年度評価シート千城台コミュニティセンターについてご説明申

し上げます。まず、１ページ目の「１ 公の施設の基本情報」については、ご覧のとおり

の内容となっております。 

 「２ 指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者は、ちばアートウインド運営企業体、

先ほどと同じですね。指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年の３月３１日までの

５年間となっております。 

 続きまして、２ページをご覧ください。「３ 管理運営の成果・実績」についてです。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」につきましては、ご覧のとおりで

ございます。その中で、②にスポーツ施設と書いてありますが、こちらはトレーニング室

のことをあらわしております。 

 続きまして、「（２）その他利用状況を示す指標」については、こちらは昨年のコミュ

ニティまつり参加人数を記載させていただきました。 

 次に、「４ 収支状況」をご覧ください。 

 まず、「（１）必須業務収支状況」の収入について申し上げます。 

 指定管理料は計画と同額になっております。 

 利用料金収入は、施設稼働率が目標に達しなかったため、計画から約３５万円の減とな

っております。 

 その他収入は、新電力の導入や節電・節水などにより光熱水費が安価となったため、若

葉図書館及び千城台公民館の光熱水費の負担金収入が計画額を下回りました。 

 次に、支出について申し上げます。 

 まず、人件費ですが、こちらは計画と同額となっております。 

 事務費ですが、計画より約３２０万円の減となっております。こちらは、先ほど言いま

したように、新電力の導入などにより光熱水費が安価となったことなどが理由です。 

 次、管理費につきましては、計画より約７７０万円の減となっております。これは、清

掃や設備の管理、保安管理などの合理化によるものになっております。 

 次に、委託費ですが、こちらは計画より約１１０万円の減となっております。これは、
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廃棄物処理の削減や植栽管理等の合理化によるものです。 

 その他事業費につきましては、計画より約３０万円の減となっております。これは、企

画提案業務である「絵本読み聞かせとコミュニティまつり」における消耗品費等の事務費

が予定よりもかからなかったためです。 

 続きまして、「（２）自主事業収支状況」及び４ページの「（３）収支状況」は、ご覧

のとおりとなっております。  

 結果として、収支は約１，１００万円のプラスとなりました。 

次に、「５ 管理運営状況の評価」をご覧ください。 

まず、「（１）管理運営による成果指標について」をご覧ください。いずれの項目も、

成果指標が市設定の数値目標の８５％以上１０５％未満であったことから、「Ｃ」と評価

をしております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についても、市の指定管理料の支出が

選定時の提案額と同額であったことから、「Ｃ」評価とさせていただきます。 

続きまして、「（３）管理運営の履行状況」についてはご覧のとおりです。 

そして、「４ その他」の項目について「Ｄ」評価とさせてもらい、ほかは「Ｃ」評

価といたしました。この「４ その他」の「Ｄ」評価の理由についてですが、現在は導入

されているものの、提案にありました新電力、あるいはＷｉ-ｆｉの導入、トレーニング

機器などの入替え等が遅れたことが一つ原因であります。また、複合施設の連携もとれな

かったこともその理由の一つとなっております。 

 続きまして、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」について

ですが、こちらは指定管理が１年目で今回が初めて選定評価委員会となりますので、該当

しておりません。 

 次に、６ページの「６ 利用者ニーズ・満足度の把握」の「（１）指定管理者が行った

アンケート調査」につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 ２回実施しておりますが、１回目の調査ではほぼ全ての項目で満足度は「普通」以上が

９割を超え、高い評価をいただいております。また、「（２）当センターに対する満足

度」では、「⑦施設主催の講座等の企画」及び、「⑧予約方法」については、９割に達し

てはおりませんが、「不満足」以下の回答は他の項目とさほど変わらず、未記入が１５％

を超えていることから、相対的に「普通」以上の回答の割合が少なくなったものと考えて

おります。 

 続きまして、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」です。 

 まず、「駐車場が少ない」というご意見がありました。当施設は複合施設のため、各施

設で行うイベントなどが重なったときなどは駐車場が不足してしまいがちです。近隣の有

料駐車場などを案内することなどもいたしました。また、引き続き利用者に駐車場の状況

を十分理解していただけるよう努め、また、利用者以外の方が駐車しないよう見回りなど

も行っていきたいと考えております。 

 ほかに「冷房の効きが悪い」という意見につきましては、全部屋に扇風機を設置するこ

とで対応しました。 

 また、「夜間の施設の周辺が暗い」という意見に対しては、外灯に照度の高いＬＥＤを

導入し、歩行者の安全、それから省エネを確保しております。 
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 また、「施設予約の抽選結果が偏っているのではないか」というご意見に対しては、そ

の抽選の仕組みを説明するとともに、空き状況などを常に開示して利用日の変更を促して

いるとこでございます。 

 続きまして、「７ 総括」につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」ですが、評価は５段階評価の真ん中であります、

「Ｃ」となっております。 

 理由としましては、そちらの所見記載にもあるとおりです。「指定管理初年度でありま

したが、トレーニング室利用は増加させることができました。一方で、諸室の利用は計画

を達成できなかったため、さまざまな取組を実施し、次年度に利用増加を果たせるよう基

盤をつくってまいりました。また、地域との協働・連携を今後強めていくため、千城台高

校のミニ集会や避難所開設委員会、若葉区健康づくり支援連絡協議会、防火管理者委員会、

こそだてフェスタ２０１７～let’s 防災などに参画し、次年度以降の事業に生かせるよ

う、関係性の構築に努めてまいります。次年度は、この連携が形になっていくよう努めて

まいります。」ということでございます。 

次に、「（２）市による評価」ですが、こちらも評価は５段階評価の真ん中でありま

す「Ｃ」とさせていただきました。 

 理由については、所見にあるとおりでございますが、コミュニティまつりの事業などで

は開会時にチアリーディングなど新しい取組を行われていること、それから、受託事業で

ある「絵本の読み聞かせ お話し会」は、計画どおり実施されました。また、自主事業に

ついても、一部未実施のものがありますが、提案事項を適切に実施しております。 

 施設管理については、おおむね事業計画どおり実施されております。 

 また、駐車場の庭園灯、また通路などの照明のＬＥＤ化に関する節電や対応可能な小修

繕は職員が行うなど、コストの抑制にも努めております。 

 利用者対応に関しては、利用者への親切・丁寧な応対を徹底し、利用者アンケートの結

果もおおむね好評でありました。 

 経営管理業務においても事業報告等適時なされており、おおむね管理運営の基準等に適

合しております。 

 これらのことから、「おおむね、市が指定管理者に求める水準等に則した良好な管理運

営が行われていた」と判断されたためです。 

 なお、最後になりますけども、一つ訂正がございます。資料６－２の５ページからあり

ます第２回モニタリングレポートですが、事前に送付させていただきました資料の中では、

現地視察の日付が誤っておりました。「平成２８年１１月２９日」となっておりましたが、

正しくは「平成２９年３月１５日」が正しい日付となっております。訂正して、お詫びさ

せていただきます。 

 私からの説明は以上です。ありがとうございました。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 これについて、まず、市の作成した評価の妥当性、それから改善を要する等々について、

ご意見お願いいたします。評価「Ｃ」の妥当性について、いかがでしょうか。 

 結論の「Ｃ」は変わらないにしても、それにちょっとした意見があった、「Ｃ」のまま

でいいけども、こういう意見を追加しておきたいということもあればおっしゃっていただ
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ければ、次の参考になると思いますので。 

 疑問ですが、都賀のコミュニティセンターが工事か何かの関係で早めに客が逃げちゃっ

たというお話いただいたと思うのですが、それは当然、周りに逃げていて、本当は若葉区

のコミュニティセンターなんかが増えていてしかるべきと思うのですけれど、それにして

は達成率が低いかなというのが。その点はどうですかね。 

○岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長  こちら２８年度のものになりますが、先

日、千城台のコミュニティセンターにお伺いしたところ、数週間前から、やはり都賀から

の人の流れが大分とあり、先ほどもありましたけども、申込みの抽選もかなり競争率が上

がってきているということでした。 

○稲垣部会長  これからまだ上がる可能性は高いわけですね。 

○岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そうですね。 

○吉田委員  文化ホールのほうもご案内もできるということですよね。 

○岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そうです。 

○吉田委員  あわせて。 

○岡本若葉区地域振興課地域づくり支援室長  はい。 

○稲垣部会長  ほかに質問、何か。よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  では、これは市当局の評価どおり「Ｃ」でよろしいと。 

 それから、施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策等意見についてですが、

特別なご意見はなかったということでよろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、次に、指定管理者の財務状況に関してですけども、先ほど評

価いただきました若葉・美浜文化ホールと同じ指定管理者ですので、これは省略させてい

ただきます。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市千城台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で調整させていただきます。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。 

 それでは、ここでお昼の休憩とさせていただきます。 

（休憩） 

○宮本市民総務課長補佐  ここで、職員の入替えを行いましたので、紹介いたします。

千葉市栄町立体駐車場を所管いたします、地域安全課長の湯川でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  それでは、午前に引き続きまして、議題１の年度評価に入っていきます

が、その前に午前中のご説明の資料について修正があるということで、それだけ一言、先

にお願いいたします。 

○小名木文化振興課長  申しわけございません。資料４－１の４ページ「５ 管理運営

状況の評価」のうち、（１）の「イ 文化センター」の上から２段落目、文化振興の拠点
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施設としての使用件数（楽屋を除く）の部分でございますが、お渡ししてあります資料に

つきましては、以前のものはスラッシュとなっておりましたが、こちら申しわけございま

せんでしたが、市の評価は「Ｃ」のほうで訂正させていただきたいと思います。こちらの

部分が訂正の部分となります。 

○稲垣部会長  結論は変わらないということですか。 

○小名木文化振興課長  評価的には変わらないことになります。 

○稲垣部会長  これについて、特に何かご質問とか意見ございませんか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、午後の最初の議題であります、千葉市美術館及び千葉市民ギ

ャラリー・いなげについて評価を行います。 

 施設所管課より説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげにつ

いて、ご説明させていただきます。資料７－１をご覧いただきたいと存じます。 

まず、「１ 公の施設の基本情報」及び「２ 指定管理者の基本情報」の欄をご覧い

ただきたいと存じます。条例上の設置目的及び、選定時に掲げましたビジョン・ミッショ

ン等につきましては、記載のとおりでございます。 

 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２８年４月１日から平

成３３年３月３１日までの５年間となっております。 

次に、「３ 管理運営の成果・実績」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」につきましては、選定時に市が提

示した成果指標に基づき、指定管理者が設定した数値目標の達成状況を記載しております。 

 千葉市美術館につきましては、展覧会入場者数の達成率が８０％台前半となっておりま

す。この原因といたしましては、テレビや新聞等での影響かと考えておりまして、昨年度

では幾つか重要な展覧会としてテレビで取り上げられておりましたが、いずれも会期中の

放映ではなく、巡回先の他館の会期中に放映となったことによりまして、入場者増にはつ

ながらなかったものと考えております。 

 次に、施設稼働率につきましては、おおむね９５％程度の達成率となっております。 

 次に、千葉市民ギャラリー・いなげにつきましては、利用者数、施設稼働率、ともに１

００％を大幅に上回っておりまして、昨年度と比較しても増えておるところでございます。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」の欄をご覧いただきたいと存じます。こち

らにつきましては、選定時の提案書に示した指標となっております。 

 千葉市美術館では、企画展や所蔵作品展が無料で観覧できる特典や、ミュージアムショ

ップでの展覧会図録やグッズが割引になるなどの特典があります「友の会」を創設してお

ります。平成３２年度までの５年間に、制度の定着と、普通会員２，５００人、賛助会員

５０人を目標としております。平成２８年度実績といたしましては、記載のとおりとなっ

ています。 

 次に、３ページの「４ 収支状況」をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」につきましては、指定管理料が実績・計

画・提案ともに２億８，３８９万円でございます。利用料金収入につきましては、実績が

１，１５８万４千円、計画と提案が１，２９５万３千円でございます。実績額と計画額の
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差額につきましては、マイナス１３６万９千円となっておりますが、これは貸出施設等の

利用件数見込みを下回ったことによるものでございます。 

 その他収入につきましては、実績が４，６３１万６千円、計画が７，１８６万円、提案

が７，０８６万円でございます。こちらにおきましても、展覧会入館者数が見込みを下回

ったことにより、実績額と計画額でマイナス２，５５４万４千円の差が生じております。 

 収入の合計でございますが、実績が３億４，１７９万円、計画が３億６，８７０万３千

円、提案が３億６，７７０万３千円となっております。 

 続いて、「イ 支出」につきましては、人件費の実績が１億２，６２９万３千円、計画

が１億２，９２３万８千円、提案が１億２，７９８万４千円でございます。実績額と計画

額の差がマイナス２９４万５千円でございますが、これは給与の改定に伴い減額したこと

によるものです。 

 続いて、事務費でございますが、実績が４，０２８万６千円、計画が６，１６７万８千

円、提案が６，１１１万３千円でございます。実績と計画の差がマイナス２，１３９万２

千円でございますが、こちらは光熱水費等の節減に努めたことによるものでございます。 

 続いて、委託費でございますが、実績が９７８万３千円、計画が１，０３７万９千円、

提案が１，０４１万５千円でございます。 

 続いて、その他事業費でございますが、実績が１億４，２１７万１千円、計画が１億５，

６３１万７千円、提案が１億５，７１０万円でございます。実績額と計画額の差が１，４

１４万６千円でございますが、こちらは消耗品や企画提案業務に係る委託費等の節減に努

めたことによるものでございます。 

 続いて、本社費・共通費でございますが、実績が１，３１９万５千円、計画が１，１０

９万１千円、提案も１，１０９万１千円でございます。実績と計画の差が２１０万４千円

でございますが、こちらは事務局の人員が増えたことによるものでございます。支出の合

計でございますが、実績が３億３，１７２万８千円、計画が３億６，８７０万３千円、提

案が３億６，７７０万３千円でございます。 

 続きまして、「（２）自主事業収支状況」につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、「（３）収支状況」におきましては、（１）及び（２）の収支を記載して

ございますが、必須業務は１，００６万２千円、自主事業はマイナス８５万８千円となっ

ておりまして、９２０万４千円の黒字ではありますが、年度協定書に定める基準額を超え

ていないため利益の還元は生じません。 

 また、平成２７年度につきましては、千葉市民ギャラリー・いなげのみ利益の還元が生

じております。利益の還元内容としましては、記載のとおりでございます。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」につきましては、先

にご説明させていただきましたとおり、千葉市美術館における展覧会入場者数につきまし

ては、達成率が８０％代前半だったため「Ｄ」評価としております。施設稼働率につきま

しては、おおむね９５％程度でしたので「Ｃ」評価としております。 

 千葉市民ギャラリー・いなげにおける利用者数と施設稼働率につきましては、目標を超

える実績がありましたので「Ｂ」評価としております。また、利用者数のうち旧神谷伝兵

衛稲毛別荘につきましては、目標を大幅に超える実績がありましたので「Ａ」評価として
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おります。 

 続きまして、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」につきましては、選定時の提案

額と同額でしたので「Ｃ」評価としております。 

 続きまして、「（３）管理運営の履行状況」につきましては、「１ 市民の平等利用の

確保・施設の適正管理」の項目につきましては、使用許可に関する申請書等の様式を改定

したものの、改定前の様式を継続使用していたこと、また、自主事業において審査基準に

満たない事業があったことから、「Ｄ」評価としております。その他につきましては、お

おむね管理運営の基準・事業計画書等定める水準どおりに管理運営が行われていたと判断

し、「Ｃ」評価としています。 

  次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」につきましては、まず始めに、千葉市美

術館でございますが、調査方法は、展覧会の会場にアンケート用紙・回収箱を設置し、展

覧会へ来館された方の意見の収集を行っております。 

 「エ 来館回数」につきましては、「６回以上」が４０．７％を占めておりまして、

年々増加しております。対して、「はじめて」の方が２６．８％となっておりまして、昨

年度と比較いたしますと減少しておるところでございます。 

また、「オ 感想」につきましては、「大変良かった・期待以上」が６２．０％、

「よかった・期待どおり」が２７．７％と高い満足度を得られていることがうかがえます。 

 続きまして、千葉市民ギャラリー・いなげでございますが、こちらの調査方法は、旧神

谷伝兵衛稲毛別荘にはアンケート用紙・回収箱の設置を、ギャラリー棟におきましては、

アンケート用紙・回収箱とあわせ意見箱を設置し意見の収集を行いました。 

 申込み・受付方法、清掃状況、窓口・受付対応の全ての項目において、高い満足度を得

ていることがうかがえるところでございます。 

 次に、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」につきましては、

まず始めに千葉市美術館でございますが、「受付場所の表示がない」とのご意見をいただ

きました。対応につきましては、１階通路やエレベーターホールの案内板に受付場所の案

内を追加したところでございます。また、「ロッカー使用の際に、取り出した荷物を置く

小机を設置してほしい」との要望には、要望どおり机を設置いたしました。 

 千葉市民ギャラリー・いなげにつきましては、「駐車スペースが少ない」とのご意見が

ありました。対応といたしましては、千葉市ゆかりの家・いなげの駐車場を案内し、現状

のスペースでご理解いただいたところでございます。「道中の案内看板がわかりづらい」

とのご意見につきましては、稲毛公園内の案内看板増設について検討中でございます。 

 最後に、「７ 総括」の欄をご覧いただきたいと存じます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」につきましては、目標には届かなかったものの、

企画展での賞の受賞や積極的な事業への取組等の利用促進に努めたことから「Ｂ」評価と

しております。 

 続きまして、「（２）市による評価」につきましては、おおむね計画どおり良好に管理

運営が行われており、努力がうかがえる部分はあるものの、数値目標の達成状況やモニタ

リングレポートの結果から、千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげの両館を総合

的に判断いたしまして「Ｃ」評価といたしたところでございます。 
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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。よろしくお願いいたし

ます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。今の説明について、ご質問はございますか。 

○吉田委員  ６ページの特記事項にございます、指定管理者としての自主事業において

審査基準に満たない事業というのは、具体的にどういった事業なのかご説明いただけます

か。 

○渡邊文化振興課長補佐  中で飲食物の販売をしてはいけないということになっている

のですが、自分たちの自主事業でそういう販売とかをしてしまったことがありました。 

○吉田委員  飲食物の販売をしてしまって、それはほかの、法令的にもアウトだったと。 

○渡邊文化振興課長補佐  そうです。 

○吉田委員  美術館のほうですけどね。 

○渡邊文化振興課長補佐  はい。 

○稲垣部会長  ほかにどなたか。 

○早川委員  ３ページの支出のところで、２７年度の費目がゼロになっているのは、こ

れは何でしたっけ。 

○渡邊文化振興課長補佐  支出の品目の分け方が、以前と変わってしまったというとこ

ろがありまして、それで、以前ですと管理費とかに入っていたものが、今、委託費の中と

いうことも。 

○吉田委員  事務費も大幅に削減されていますよね。 

○渡邊文化振興課長補佐  分類されていたものが変わったということでございます。 

○早川委員  ゼロというか、比較のしようがないということですね。 

○渡邊文化振興課長補佐  はい。 

○早川委員  わかりました。 

○稲垣部会長  ほかには。 

○金子委員  ８ページの「（２）市による評価」で、「企画展では賞を受賞するなど努

力がうかがえる」という非常に高い、好意的な評価が書いてあるんですけれど、そのあた

りが管理運営の履行状況を見ると「Ｃ」ばっかり出てきていて、あるいはモニタリングシ

ートを見ても、何かそのあたりがプラスになっているようなものを探しているのですが、

特に「◎」がついているとかプラス評価になっているような項目が出てきていないのは、

評価シート、それからモニタリングシートでそういったいいところを拾えていないのでは

ないかなという気がするので、そのあたりをちょっと改善していただけるといいのかなと

思うのですが。 

 あと、それに加えて、モニタリングシートに、確認結果「◎」とか書いてある、あるい

は「×」とかもあるのですが、一言コメントがつくと、どういう意味で「◎」になってい

るのか、「○」であれば特に問題がないということでコメント要らないと思うのですが、

「◎」の場合はどういうことで「◎」になっているのかとか、「×」の場合はどういう点

でその基準に足りなかったのかといったところを一言書いていただくと、そのあたり、評

価を我々としても考えるときに取っ掛かりといいますか。 

○吉田委員  ７ページがそういった特記事項をまとめていらっしゃるようです。 

「優れた管理運営を行っている項目」で「◎」とか。 
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○金子委員  そういうことですね。わかりました。 

○吉田委員  逆に「×」のコメントがないですね。 

○渡邊文化振興課長補佐  「×」につきましては、７ページの一番上が。 

○吉田委員  ⅢじゃなくてⅡのほうですね。わかりました、ありがとうございます。 

○稲垣部会長  だから、基準に満たないけれど、例えばどういうことが足りないのかが

やっぱりわかりにくい。 

○吉田委員  表が慣れないとわからないというのが一番。 

○金子委員  まだ慣れないので。 

○早川委員  何でこんなに入場者多いのですか。 

○吉田委員  この爆発的に伸びた理由を分析されていたらということですかね。 

○小名木文化振興課長  特段、特出ししてＰＲしているわけではありません。 

○早川委員  ないですよね。 

○小名木文化振興課長  やはり、歴史的建造物という意味合いがありますので、それが

何かしらのところで広まっているというようなことかなと思います。 

○吉田委員  近隣の小学校でまず来ていただいて、それの話をお家に帰って親御さんが

今度、一緒にまたいらしているというお話は、施設視察の際に伺いました。 

○文化振興課  ちょっと補足させていただきますと、確かに今おっしゃられたように、

やはり美浜区とか、稲毛区も施設寄りの小学校を中心に、施設のほうに、例えば絵を描き

に来てもらう、そういう行事をいろいろ施設側が引っ張っているということがございまし

て、あわせて、施設に見学に来ているというところがあります。なので、そういったとこ

ろから利用が伸びているという状況はございます。 

○早川委員  そういう絵を描くような仕組みをつくったというのが、効果としてあらわ

れているということですか。 

○文化振興課  施設側のＰＲのやり方がうまかったというような話なのかなと思います。 

○吉田委員  ただ広報をするのではなく、小学校に来てくださいっていう、実際にもう

来てもらっているっていうことなのですよね。 

○早川委員  そこは、「Ａ」評価でいいと思います。 

○吉田委員  実際、視察の際も皆さん熱心にご説明いただいて、この施設が大好きで運

営していただけているのだなというのはよく感じました。 

○稲垣部会長  美術館はよくやっているけれど、今回ちょっと落ち込んだってことです

か。落ち込んだわけじゃないですね、目標に足りなかっただけ。 

○吉田委員  企画展は良かったけど、後の他の美術館でやったときにお客さんが押し寄

せて、千葉市美術館のときには来てもらえなかったってことなんですかね。 

○渡邊文化振興課長補佐  テレビ放映のタイミングがちょっとずれたということもある

かもしれません。 

○吉田委員  この企画自体は千葉市美術館が主導でやられたので、受賞をされたという

ことですか。そういうストーリーなのかなと、勝手に理解はしたんですけど。 

○渡邊文化振興課長補佐  テレビで放映されたものというのは、企画展前後でやられて、

その中で幾つか日本各地で巡回して回すというものがあって、千葉市美術館がやっている

タイミングで放送していただけるとちょうどよかったんですけど、ほかのところでやって
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いるタイミングで。大体そういうのは一番最初ぐらいのタイミングで放送してもらえるみ

たいなのですが、市に来るまでにはちょっと時間かかってしまった。 

○早川委員  ここで出ている展覧会というのは、具体的には何展覧会。 

○小名木文化振興課長  昨年度では吉田博展というのと浦上玉堂を。 

２７年度にドラッカー展がやられ、そこが大きかったんですかね。そこと比べてしま

って少なく見えるのかもしれません。 

○早川委員  今やっているのは、どのぐらいの評価ですか。 

○小名木文化振興課長  目標まで届くかどうかはまだ。 

○早川委員  案外、わっと集まっている事業という感じはしていませんね。 

○金子委員  今回、２８年度からの指定管理になっているので、前年との比較というの

は単純にはできないかと思うんですけども、ちなみに２７年のこの展覧会入場者数の数字

があれば、もう少し幅広く評価できるかなと思ったんですけれども。 

○稲垣部会長  ２７年度と比べて、減っているような気がするけれど、比較がないから

わかりにくいんですよね。 

○小名木文化振興課長  ２７年度は、総入場者数が１６万２，７００人ぐらいですね。 

○吉田委員  それは数値目標を上回っていたということですか。 

○小名木文化振興課長  ２７年度当時、目標が無かったので。 

○吉田委員  じゃあ、目安としてもその１５万２千人より多かったという。 

○小名木文化振興課長  そうですね。２８年度目標よりは多かったと。 

○金子委員  そこからちょっと落ち込んでしまったということなんですかね。 

○稲垣部会長  やっぱり、企画のヒット具合によりますよね、どうしてもね。 

○小名木文化振興課長  ちなみに昨年度、２７年度は先ほどの話だとドラッカー・コレ

クション展と、あと美術館の所蔵名品展というのがありまして、こちらも２万人弱集めて

いますので。ルーシー・リー展も１万９千人弱ぐらい、目玉的なものがそのぐらい。 

○吉田委員  三つも。 

○稲垣部会長  今度、何とかっていうバスができた、あれはあれで意外にいいかもしれ

ないですね。 

〇吉田委員  パルコバスの代わりの。 

○小名木文化振興課長  美術館前にも停まるようになりましたので。 

○稲垣部会長  ちょうど美術館に直接のバスがないんですよ。半端なんですよね、三丁

目とこっちが真ん中ですからね。 

○小名木文化振興課長  そうですね。 

○稲垣部会長  それがＰＲできたらいいですよね。 

○金子委員  場所はちょっとわかりにくいところにあるんですけど、割といろんなとこ

ろ、通りからも目立つように努力されているなというのは、近くを通りかかっても思いま

すので、そこはＰＲにかなり力を入れているんだなというふうに思っています。 

○稲垣部会長  あのバスに乗ってみると、美術館が一番得をしている感じで。私、一番、

穴場だったのが美術館ですね、バスが通っていないから。それで１００円だったら、結局

そっちのほうが行きやすいと。だから、これは意外にいけるかなとは思っていたんですけ

ど、これからですね。 
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○小名木文化振興課長  千葉駅から徒歩だとちょっと時間がありますので、バスを利用

していただければ。 

○稲垣部会長  この評価については、市の評価等どおりでよろしいってことでいいです

か。 

（異議なし） 

○早川委員  展覧会の入場者数が前期の８３％から８５％だというふうになっちゃうん

ですよね。しようがないですよね。 

○吉田委員  でも、やっぱり市民ギャラリー・いなげではないですけど、そういった学

校とかにどんどん積極的に来ていただくような、実際に足を運んでいただくような形がい

いのかなと。そこでまた、１回行ったことがあれば二度、三度となると思いますので、お

金かけたアピールよりも、１件１件引っ張ってくるようなものをお願いしたいですね。 

○稲垣部会長  やっぱり企画次第ですね、それはね。 

○早川委員  学割とか学生とか、高校以下は無料。それでも伸びないというのは何なん

だろうな。 

○吉田委員  ちょっと立地が、なかなか子供たちが行くエリアではないので、やっぱり

イベントとかで強制的に連れて来られるほうが行きやすい場所だとは思うんですよね。昔

まだパルコや何やらあった時代ならまだしも、もはやこちらのほうまで、大人も含めてな

かなか足を運ばないエリアになってしまっているので。連れて来るっていうような施策が

必要なのかなと。 

○早川委員  企画展っていっても、全国順番にやるわけじゃないから、そこだけで決め

られないでしょうからね、決めたって作品が回ってこないでしょうから。 

○稲垣部会長  では、もう１回まとめてさせていただいて、「Ｃ」評価はよろしいでし

ょうか。あと、皆さんのご意見でいうと、市民ギャラリー・いなげがよく頑張っていると、

それから、美術館についてはちょっと落ち込んでいるところもあるから、さらに企画をで

きれば工夫してほしい、それと周りから目立つようなＰＲを努力している点は評価できる

と、そういうことでよろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  そういうことでまとめさせていただきます。 

○早川委員  ちょっと確認ですが、報道されている美術館の拡張についてはもう決定で

すか。 

○小名木文化振興課長  最終決定ではないですが、その方向で検討したいと考えていま

す。 

○早川委員  区役所は、５階、６階まで使っているんですか。 

○小名木文化振興課長  ５階まで使っています。 

 ご存じのように、１階部分にさや堂がありまして、その部分で面積的にとっていますの

で、面積的な部分でいうと全部ではなくなるんですが、区役所等が入っている部分につい

ては美術館で使用する方向では考えてはおりますので、ある程度の面積は確保できると思

っております。 

○早川委員  完全に美術館になっちゃうわけではないんですね。 

○小名木文化振興課長  今、そこまで確定ではないですけど、一応そちらに近い考えで
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は検討してはおります。 

○早川委員  ますますいろんな企画が大切、毎年いろんなことをね。 

○稲垣部会長  では、今のようにまとめさせていただいて、次は、倒産のリスクについ

て入りたいと思います。 

 指定管理者の撤退・倒産のリスクを把握するという観点から、指定管理者の財務状況等

に関して意見交換をしたいと思います。 

 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、公開のまま会議を続けます。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等をもとに吉田委員からご意見

をお伺いします。 

○吉田委員  資料７-５、３７ページに貸借対照表、平成２９年３月３１日現在のもの

が、隣に正味財産増減計算書がございます。 

 教育振興財団につきまして事前質問をさせていただいております。読み上げますと、経

常収支が昨年度に比べまして黒字回復されていました。その黒字回復された理由として、

どのような管理費の削減が行われたのかと、来期の見込みについてご質問しております。 

 ご回答のほうに、ちょっと難しい話になってしまっているのですが、黒字の主な要因、

こちら財団法人ですのでキャッシュフローベースで計算書はつくられております。その点、

加味していただければと思いますが、平成２８年度からリース会計を採用されたとござい

ました。リース会計というのが何かと言いますと、皆さん、一般にリースを用いられてい

ると思うのですが、従来はリース料の支払いに応じて消費税の処理を行われていらっしゃ

いました。そうしますと、支払い消費税、既に払っている消費税が小さいので、その分も

らっている消費税との差額の納付分が多くなっていたという状況が考えられます。 

 リース会計基準を採用したことによりまして、リース物件の消費税の認識方法が変わり

まして、物件の消費税を購入したときに全て認識するということになります。そうすると、

平成２８年度は既払いの消費税が多くなりますので、受け取りの消費税に比べて差額が小

さくなるので、消費税の納付額が小さくなるという理解になります。ということで、キャ

ッシュフローベースでは黒字が改善したというお話になる。あくまでも会計基準と消費税

法の話ですので、事業自体が大きな何か削減されたということではございません。 

 逆に、平成２８年度にリース会計を採用されたことによって、翌年度からはその分の消

費税が、払った分のほうは認識されないことになってしまうので、消費税の納付額が少し

大きくなるような傾向が見受けられるのではないかと考えております。それが前段のご説

明ですね。 

 後半の回答は、そちらのほうにもあるとおり、黒字計上が見込まれていないものの、収

支均衡が図れるように、収入の増加及び経費の節減に努められるというご回答をいただい

ております。 

 以上を含めまして、赤字計上が続いておりますので、少し心配はありますものの、ご回

答にあるとおり、今後、収支均衡を図っていくとございますので、すぐの撤退・倒産リス

クはないのかなと判断させていただければと思います。 

 以上になります。 
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○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 特にご質問と何か。 

 もともとずっと赤字体質みたいなところが。 

○吉田委員  そうですね。 

○稲垣部会長  全体的には。 

○吉田委員  どうしても財団さんということなので、大きく儲けをする営利企業という

わけではないという部分もあるとは思うんですけども、ちょっとマイナスが続いてらっし

ゃるので、決して状況的にはいいわけではないのかなと。 

○早川委員  国債は売ってはいけないのですか。平成２４年に買って、今、評価益が 

３，７００万円ありますが。 

○吉田委員  そうですね、はい。 

○早川委員  これ、基本財産ですかね。 

○吉田委員  基本財産に組み込まれていますね。 

○早川委員  じゃあ、勝手に売ってしまってはいけないね。減資になっちゃうからね。

いや、そういう利益もお持ちだから。今、国債買おうと思っても買えないですから大切で

す。 

○稲垣部会長  赤字計上が続いているけれども、倒産・徹底のリスクはないということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市美術館及び千葉市民ギャ

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で調整すると

いうことでご承認をお願いします。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、次に、千葉市中央コミュニティセンターについて評価を行い

ます。施設所管課より説明をお願いします。 

○神田市民総務課長  午前中のご意見を踏まえまして、追加資料をお配りします。それ

では、資料８－１、平成２８年度指定管理者年度評価シートについて、ご説明させていた

だきます。中央コミュニティセンターでございます。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」でございます。 

 施設名は、千葉市中央コミュニティセンターでございます。中央コミュニティセンター

には松波分室がございますので、分室の管理運営も含めて年度評価を実施いたします。 

 本施設は、コミュニティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主体の住

みよいまちづくりを推進することを目的として設置しておりまして、コミュニティ活動の

契機となる事業の企画・実施や、コミュニティ活動を行う上で必要となる情報発信の場と

しての役割を担っております。 

 指定管理者制度の導入により、指定管理者が、民間事業者としてのノウハウを活用した

質の高いサービスを提供するとともに、魅力的な事業の企画や効果的な広報活動を実施す

ることで、市民サービスの向上を図り、より多くの市民に利用していただくという効果を

見込んでおります。 
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 指定管理者制度の効果等を測定するための成果指標といたしましては、米印のところで

ございますけれども、諸室における施設稼働率及びスポーツ施設における施設利用者数を

設定しております。 

 成果指標に対応する数値目標といたしましては、諸室の施設稼働率におきましては、中

央コミュニティセンターが４２％以上、松波分室が４０％以上、スポーツ施設における施

設利用者数は１３万５千人以上となっております。 

これらの数値目標は、いずれも平成３２年度、指定期間最終年度における数値目標と

なっておりまして、選定時に指定管理者が設定した数値でありますので、市設定の数値は

括弧書きで記載してございます。 

また、平成２８年度の数値目標につきましては、市が設定した数値はございませんの

で、選定時に指定管理者が設定した数値を記載してございます。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」でございます。 

 指定管理者はシンコースポーツ株式会社でございまして、指定期間は平成２８年４月１

日から平成３３年３月３１日までの５年間でございます。また、前指定期間の平成２３年

度から平成２７年度までの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てお

りました。 

 ２ページをお願いいたします。「３ 管理運営の成果・実績」でございます。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」でございますが、中央コミュニテ

ィセンターにおける諸室稼働率は、平成２８年度実績が３９．４％、目標値は３８％でご

ざいましたので、達成率１０３．７％となっております。 

松波分室における諸室稼働率は、平成２８年度実績が４６．８％、目標は３３％でご

ざいましたので、達成率１４１．８％となっております。 

 スポーツ施設における施設利用者数は、平成２８年度実績が１３万２，１１７人でござ

いまして、目標値１２万８，８１３人に対して達成率１０２．６％となっております。 

 いずれも数値目標を上回っているところでございます。 

諸室稼働率が好調な理由といたしましては、施設案内チラシの新聞折り込みや駅での

ポスター掲示などの宣伝活動により新規の利用者が増加したことや、子どもを対象とした

水泳教室ですとか幼児体操教室ですとか英語教室ですとかの自主事業、この実施によりま

してファミリー層の利用増加が主な要因となっているのではないかと考えております。 

 スポーツ施設利用者数の好調の背景には、今年度より導入いたしました専用利用による

利用者数の増や、オリンピックでの日本人選手の活躍によるバドミントンや卓球人気によ

る利用者増が挙げられます。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」でございますけれども、成果指標として設

定した項目以外で、数値として施設の利用状況を示すことができる指標といたしましては、

コミュニティまつり参加人数と、図書室・幼児室利用者数の２項目を掲載しております。

それぞれの平成２８年度実績は、コミュニティまつりが７，３９５人、図書室・幼児室利

用者数が２万２，２８６人となっております。 

 ３ページをお願いいたします。「４ 収支状況」のうち、「（１）必須業務収支状況」

でございます。 

 収入は、合計の欄で６，１７３万８千円、支出は６，３０４万６千円でございまして、
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収支決算額といたしましては１３０万８千円の赤字となっております。 

 赤字となりました要因といたしましては、非常勤スタッフの最低賃金改正や保険加入に

よる人件費の増加、あと、広報活動に力を入れたことによる広告宣伝費の増加が主な要因

でございます。 

 ４ページをお願いいたします。「（２）自主事業収支状況」でございます。 

収入は１，２０６万２千円、支出は８５２万７千円でございまして、収支決算といた

しましては３５３万５千円の黒字となりました。 

黒字となりました要因といたしましては、プールを活用した各種自主事業が好評でご

ざいまして、当初の計画を上回る参加者があったことが主な要因となっております。 

次に、「（３）収支状況」でございますけれども、必須業務と自主事業を合わせた総

収入は７，３８０万円、総支出は７，１５７万３千円でございまして、トータルといたし

まして総収支決算額は２２２万７千円の黒字となっております。 

 なお、余剰金が総収入額の１０％を超えた場合には還元することになっておりますけれ

ども、１０％を超えておりませんので、平成２８年度における利益の還元はございません。 

 ５ページをお願いいたします。「５ 管理運営状況の評価」の「（１）管理運営による

成果・実績（成果指標の目標達成状況）」でございます。 

こちらは、２ページ目の「３ 管理運営の成果・実績」で説明いたしました成果指標

に対する目標達成率により「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価をしておりますけれども、諸

室稼働率、スポーツ施設利用者数ともに、市としては年度ごとの数値目標は設定していな

いために、選定時に指定管理者が掲げた年度目標に対する達成率で評価をしております。 

 目標達成率１０３．７％の諸室の稼働率は「Ｃ」、目標達成率１４１．８％の松波分室

の諸室稼働率は「Ａ」、目標達成率１０２．６％のスポーツ施設利用者数は「Ｃ」の評価

をしております。 

 全評価項目で目標値を達成し、昨年度の実績値も超えていることから、指定管理者制度

の効果を発揮できているものと考えております。 

 続きまして、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」でございますけれども、こちら

は市の指定管理料支出の削減の観点から評価をしておりまして、選定時の提案額は３，２

１２万１千円でございまして、実績額としましては３，２０７万８千円ですので削減額は

４万３千円ということで、削減率０．１３％ですので「Ｃ」の評価としております。 

 ６ページをお願いいたします。「（３）管理運営の履行状況」でございます。こちらは、

年度内に２回実施いたしましたモニタリングの各項目の七つの分野に分類いたしまして、

それぞれにおいて、指定管理者による自己評価、市による評価を行っております。 

 まず、市の評価でございますけれども、全ての項目において、おおむね管理運営の基準

や事業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていたため、市の評価は「Ｃ」評

価としております。 

 ここで、今、机上配付いたしましたこの得点集計表をご覧いただければと思いますけれ

ども、この得点集計表というのは、最初に評価の概要の中でご説明いたしましたように、

モニタリングシートの基準とか確認項目の「◎」とか「〇」という、それを拾い上げまし

て、それで平均点を出しております。一番左が評価項目、「市民の平等利用の確保」から

「その他」までというのが、今の年度評価シートのページの大きな項目で対応してござい
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ます。この一番上の「市民の平等利用の確保」ですと、モニタリングシートからいきます

と、平均点が０．１３点でして、マイナス０．５からプラス０．５のこの間は「Ｃ」とい

う評価になりますので、この「市民平等利用の確保」については「Ｃ」という形になりま

す。 

 そういうふうにずっと見ていきますと、上から４番目の「幅広い施設利用の確保」が 

０．４２点、利用者サービスの下のこの項目が０．４４点ということで、ここは０．５点

以上であれば「Ｂ」ですけれども、もうちょっとで「Ｂ」だったということで、この二つ

の項目は同じ「Ｃ」でも高い。 

 それでは、年度評価シートのほうにお戻りいただきまして、各項目において評価が高か

った点は「特記事項」のとおりでございますけれども、「幅広い施設利用の確保」と「利

用者サービスの充実」について、ご説明いたします。 

 「幅広い施設利用の確保」でございますけれども、これは施設案内チラシの新聞折り込

みですとか千葉都市モノレールでの施設案内ポスターの掲示など、新規利用者の獲得を目

的とした広報活動を積極的に展開したという点を評価いたしました。 

また、「利用者サービスの充実」では、中央コミュニティセンターでの授乳室の設置、

また、松波分室における高齢利用者への補助・介助、そういうところで多様な人が利用し

やすい環境づくりに努めたという点を評価しております。 

 指定管理者による自己評価といたしましては、おおむね市の評価と同様に「Ｃ」評価と

なっておりますけれども、施設における事業の実施及び市内業者の育成、市内雇用への配

慮、障害者雇用の確保、施設職員の雇用の安定化への配慮における評価で「Ｂ」評価とな

っております。 

 この２項目で「Ｂ」評価とした理由といたしましては、施設における事業の実施では、

水泳などのスポーツ系の自主事業で多くの参加者を集め施設の利用促進に寄与した点、市

内業者の育成、市内雇用への配慮等の点につきましては、従業員の８割が市内雇用である

ということ、また従業員の半数が女性であること、また、責任あるポストへの女性の登用

や障害者雇用を実施している点などを評価しての結果ということでございます。 

 次に、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会（市民・文化部会）の意見を踏まえた

対応」でございますけれども、過去の市民・文化部会におきまして、松波分室の利用者拡

大のための働きかけや工夫などについての意見がございました。この意見を受けまして、

施設案内ポスターの駅内掲示や、松波分室の特徴を生かしたお茶会などのイベントの継続

実施、あと、施設内を移動する際の介助などの高齢の利用者への利用補助や椅子の設置な

どに努めました。 

 その結果、徐々にではございますけれども、施設の認知度も上がり、利用者数も増加し、

稼働率が目標値を大きく上回る結果となったと思います。 

 続いて、７ページをお願いいたします。「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の

「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」でございます。 

 調査方法、回答者数、質問項目及び結果については、ご覧のとおりでございます。 

７月には、「サービス向上アンケート」として、中央コミュニティセンター独自に実

施いたしました。１月には、全コミュニティセンター統一でコミュニティセンターにおけ

る満足度調査を実施いたしましたが、各項目について、全体的に「不満足」・「非常に不
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満足」という回答は少なく、利用者の皆様におおむね満足いただいていると理解しており

ます。 

アンケートの自由記載欄への回答でも、スタッフの対応への感謝やお褒めの言葉も多

く見られまして、利用者との関係性においても良好な関係が築けているものと理解してお

ります。 

 ８ページをお願いいたします。「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と

対応」でございますけれども、利用者からの目立った苦情等は年間を通じて届いてござい

ませんでしたが、アンケートで寄せられた改善要望として「害虫の駆除」というのがござ

いまして、害虫が出ているようですので、こちらの定期清掃の徹底に加え、各室に害虫駆

除剤を設置することで対応いたしました。 

 また、同じくアンケートで寄せられました「松波分室の庭園管理」につきましては、職

員による草刈や樹木の剪定に加え、市のシルバー人材センターの活用によって剪定回数を

増やすことで対応しております。 

９ページをお願いいたします。「７ 総括」でございますけれども、指定管理者によ

る自己評価は「Ｂ」でございますけども、市による評価は、先ほどの評価の目安に基づき

まして「Ｃ」としております。 

本年度は、利用者の対象拡大や施設予約システムの変更など環境変化の多い１年でご

ざいましたけれども、それらに適切に対処し安定的な施設運営がなされており、必須業務

については市の定める基準どおりに実施できていたため、「Ｃ」評価といたしました。 

 今後は、自主事業におきまして若年層の利用を促すような企画を実施するなど、より発

展的な取組がなされるよう、市としても指定管理者に対しまして指導や支援を行ってまい

りたいと思います。 

 ご説明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。 

 これについて、評価の妥当性とその他ご意見、改善を要する点などご意見があればお願

いします。 

○吉田委員  確認結果が全て「〇」で「◎」が一つもなく、あとちょっと、１個でも

「◎」があれば「Ｂ」評価になって総合も「Ｂ」になるのではないかというふうにお見受

けしています。かつ、４の「すぐれた管理運営」もかなり細かく書かれていますので、こ

の「〇」と「◎」、「◎」をつける根拠となるところはどのように判断されているか、も

う一度ご説明いただいてもよろしいですか。 

○神田市民総務課長  こちらのモニタリングシートで「◎」がついている場合につきま

しては、基準を上回る管理運営が行われているという場合。おおむね基準どおりに管理運

営が行われているという場合に「〇」。あとは、提案に対してプラス評価のところでは、

市のもともと求めている基準以上のものが提案されている場合は「◎」、そういう形でモ

ニタリングシートをつくっております。 

○吉田委員  もともとプラス評価も多いので、それがかなり達成されていても全て

「○」で、「Ｃ」というのがちょっと、せっかく頑張ってらっしゃるのに数字で出てこな

いのは何か。スポーツ施設と松波分室と施設の性格が違うものですけど、それも上手に管

理されているなとお見受けしていたので、もうちょっと評価を高くしてもいいのではない
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かという、個人的に感覚があるんですけども。 

○稲垣部会長  自己評価でこう書いているけども、市の立場で見ると、この点がこうだ

からそこまでいかなかったような、何か理由づけですかね、何で市のほうが「◎」がない

のか知りたいと。 

○吉田委員  一つでも「◎」あれば、「幅広い施設利用の確保」や「利用者サービス」

でもともとプラス評価が多いので、そこで「Ｂ」評価になり、「Ｂ」が増えて２０％超え

て総合も「Ｂ」になってしまうのだろうなという、「◎」がモニタリングでないが故にこ

の結果のようにお見受けをしていて、ほかの施設とのこの「○」と「◎」の差が、「◎」

ついてらっしゃる施設もありましたので、この施設に関しては一つも「◎」がつけられな

かったっていうのがちょっと違和感のあるところですけども。 

○稲垣部会長  「◎」までいかなかったっていう、その微妙なところを知りたいわけね。 

○吉田委員  それを知らないと、来年度じゃあどこをどうしたらいいのかっていうのが

管理者側もわからないのではないかなと。 

○稲垣部会長  もうちょっと努力が足りないから「◎」にいかない。そこの説明なんで

すよね。 

○早川委員  ただ、３年間くらい見ると松波も含めて良くなっていますね。松波は部屋

に椅子を入れたりとか、工夫を細かくやっていますから、幅広い利用ができるようになっ

ていますよね。庭の手入れがもう少し良ければもっとよくなると思いますが。 

○吉田委員  中央コミュニティセンターも老朽化はかなりあると思うんですけども、そ

れに反して、すごい市民の皆さんの利用度合いは高いのではないかという。そういう努力

を何かで表されないとちょっとやる気がどうしても失ってしまうのではないかと。０．４

４、０．４２までいって残念でしただけでいいのかなと。やはり、一つも「◎」がないと

いうのが、ちょっと違和感がありますけど。 

○神田市民総務課長  例えばプールにおける開館時間の延長ということで、確かに前は

１０時開館だったと思うんです、提案で９時からという提案が出されまして、実際に９時

からちゃんとオープンしていただいているので。例えば、９時と提案したけど、これを８

時半にということになりますと、確認の欄は「◎」になる。そうすると点数は上がるので

すが。 

○吉田委員  じゃあ何か、９時半と書いておけばよかったねということになりませんか、

それは。提案に９時半って書いていて、実際に９時だったら「◎」というのは。 

○神田市民総務課長  確認で提案をさらに上回らないと「◎」はなかなかつけられない。 

○早川委員  休業日は年末年始に決定していて、そのほかは営業で対処すると高い評価

がつくんですけど。市の施設であって、やっているのは市民のわけですよね。その人は休

みなく働いて、交替で出ていればいいわけですけど。 

 市の施設のサービスがどうあるべきか、このプールも含めてですね。朝６時からやった

ら「◎」から何重丸だということになる。それはやっぱり適切なオープンの時間というの

はあると思うんです。だから、それによって余り「◎」、三重丸描いたらいかがかなとい

う気がしますね。 

○吉田委員  例えばどうですか、授乳室の設置で部屋に授乳室と書きましたと言ったら

「〇」です、当然。でも、中に入ってお母さん方が授乳しやすいような施設がいろいろ置
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いてあったので「◎」ですとか、そういったことは当然考えられるので。ただ、部屋に授

乳室です、どうぞ使ってくださいと、がらんとした部屋が置いてあれば、最低限、当然満

たしたことにはなると思います。でも、椅子とか、あとベビーベッドとか置かれたり、お

むつ替えの便利なものを置かれたりとか、そういったプラス評価は当然、お母さん目線に

立ってされていらっしゃったんじゃないのかな。ただ単に授乳室ができましたの「〇」で

はないんじゃないかなと思うんですけども。 

○早川委員  プールではないんだけど、気持ち悪いとどっかの部屋に入ったら亡くなっ

たという、これはもう一件落着しているんですね、余り大きく書いていなかったですけど。

指定管理者側の責任はないということですね。 

○宮本市民総務課長補佐  はい。ダンスか何かやられている部屋の隣の準備室的なとこ

ろで。 

○早川委員  泳いでいる人が気持ち悪くなって、控室に入って亡くなったと、こう理解

していたら、違うんですね。 

○神田市民総務課長  亡くなった方がいらっしゃるのは事実でございます。 

○稲垣部会長  それはしようがないですよ。 

○宮本市民総務課長補佐  団体のほうから、具合悪い方がいるというふうに声をかけて

いただいたときに、施設側の職員としては、すぐに救命措置を行い、救急車を呼んで適切

な措置をしていただいた。 

○早川委員  むしろいい対応をとっている。 

○稲垣部会長  この評価についてじゃないですけど、希望としてアンケートのとり方で

すけど。この中央コミュニティセンターに人が多いのは、もしかしたら交通機関が便利だ

からではないですかね。他の施設でも、駐車場が少ないという不満がいっぱいありますよ

ね。交通機関、アクセスはすごく重要じゃないかと思う。 

 だから、アンケートとして、「何で来られましたか」と、そのアンケートをとって将来

のニーズを把握していく必要あるんじゃないかと思います。地域によって、ここじゃなく

ても全部について、若葉とかいろいろありますよね。そういうので、アクセスの関係がか

なり影響を与えていないかなと思いますけどね。 

○神田市民総務課長  確かに公共施設は、非常にその立地というのが重要な要素でござ

いますので、立地が非常に不便なところですと、稼働率が２０％ぐらいのコミュニティセ

ンターとかございますので。ここ中央は、比較的モノレールとかＪＲに近い立地ですから、

車じゃなくても公共交通機関で来られるという、恵まれていると思います。 

 アンケートを今後とるときに、どういう交通手段でいらしたかというのをちょっと取り

入れてみたいと思います。 

○稲垣部会長  高齢化してくると歩いて１０分は大変ですよね。モノレールだとすぐ降

りられるというか。そういう違いも出てきてないかなという感じですね。 

○金子委員  １点よろしいですか。事業報告書を見ると、盗難が若干相次いでいるみた

いで、たしか前回の評価のときに管理者が防犯カメラをつけて、安心して利用してもらえ

るようになったということでプラス評価をしたような記憶があるのですけども。そのあた

りで、安心して利用できるという点に不安が出てきているのかなというふうに思うので、

対策を強化されるといいのかなというふうに思いました。こじ開けられてお金が盗られた
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というようなことが２件、１２月と３月に起きているみたいですので。 

○吉田委員  何ページのお話でしょうか。 

○金子委員  ４７ページですね。資料８－４の４７ページです。警察への対応のところ

ですね。 

○吉田委員  みんな男性のロッカーですね。 

○金子委員  ロッカーのところに、防犯カメラをつけてというようなことが、前回の評

価のときでしたかね。 

○吉田委員  更衣室内はなかなか難しいんですよね、防犯カメラ。防犯カメラ自体、 

２８ページに設置しましたとありますけど。 

○金子委員  入口につけるとか、何か対策を講じられたほうがいいかなと。 

○神田市民総務課長  もともとちょっと古い施設ですので、ロッカーももしかしたら古

いのかもしれませんが。こういう３件、９月、１２月、３月に起きていますので、指定管

理者のほうもロッカーを順次新しいものに取り替えていますけれども、貴重品につきまし

ては受付の脇にセーフティボックスなども設置して、そこに入れることができるようにす

るといった施策などによって対策しています。ただ、入口のロッカーはそのまま入れっ放

しでセーフティボックスを使わないと、こじ開けられてしまうという、そういう事件が起

きてしまっています。 

○早川委員  市の施設とかじゃなくて一般の施設だと、セーフティボックスに入れない

でロッカーの中で、ただ自己責任ですよということになっていますよね。 

○吉田委員  受付のところは、かなり頑丈な最新のセーフティボックスを入れられてい

らっしゃるので、対策は。 

○早川委員  だから、そこへ預けないで、自分のロッカーに一緒に入れて盗られたら、

自分の責任ですよと、こういうこと。 

○吉田委員  そうですよね。本当はね。 

○稲垣部会長  では、市の評価自体につきましては妥当であると。 

 附帯意見としては、タイプの異なる二つの施設をうまく管理することは評価できる。も

う一つは、良い提案をしており、これを適正に遂行しており評価できる。盗難等が多いの

で、引き続き対策をとるように検討されたい。 

 こういうことでよろしいでしょうかね。 

○吉田委員  「Ｃプラス」というか、かなり「Ｂ」に近い「Ｃ」というニュアンスをお

伝えいただいたほうが、管理者のほうも。高めの「Ｃ」ですよという。 

 やっぱり、この評価されるモニタリングシートの個人差がどうしても出ているような感

じも受けますので、より具体的に。 

○稲垣部会長  どこまで行っても最後は個人のあれになっちゃうわけですよね。 

○神田市民総務課長  そうですね。証券や債券、人事考課のように「Ｃプラス」とか、

「Ｃプラスプラス」という、そういうものができればいいですけども、一応今のところ統

一のマニュアルでは「Ｃプラス」というのは。 

○稲垣部会長  そうすると、５段階、今度１０段階に増えるとそこまでやっても、また。 

○吉田委員  結局「Ｃ」ばっかり、真ん中。 

○稲垣部会長  違いって何だというのは、結局キリがないですけどね。 
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○早川委員  同意見で、言葉でちょっと表現してやったらいいなと思います。 

○金子委員  管理運営状況で、松波が「Ａ」になっているところを特に評価したいとこ

ろですかね。数年前の目標からすると、こういうところまでもってくるというのは、なか

なか至難のわざだと思っていましたけど。 

○吉田委員  スポーツがメインの会社さんがやられて、あれだけうまくいかれるという

のも。 

○金子委員  松波がよくやられているというのは、施設の特徴の違うものをよく運営さ

れているという、ちょっと抽象的な表現よりも、若干具体的に、松波をここまで持ってこ

られたという点に特記してもいいのかなと思いますけどね。 

○早川委員  普通なら、通り過ぎちゃう民家みたいなものですからね。それを、ああい

うふうに人を集めているのは大変なことです。 

○稲垣部会長  同じ評価の中は表現で読み取ってくれというのが今のやり方ですよね。

表現でかなり「Ｂ」に近いような表現でよくやっているという場合は、その表現を読み取

ってほしい。 

○神田市民総務課長  もう少し表現をそういうふうに、含めるような形に。 

○吉田委員  そうですね。お願いします。 

○金子委員  １年目なので、余り高いよりか「Ｃ」ぐらいのほうがいいのかもしれない

ですけどね。 

○吉田委員  来年の評価のときに、よりもっと具体的に、何々がこれだから「〇」なら

「〇」だけではなくて「◎」にできない「○」って理由があったほうがいいのかなと。 

頑張っていらっしゃるのに、どこの施設も基本「Ｃ」が多いと思うので、よそと一緒

かというようなことでがっかりしてしまうと思うので。 

○稲垣部会長  評価のニュアンス、それに差をつけるしかないですね。「Ｃ」の中で。 

○神田市民総務課長  評価の目安のガイドラインの０．５からというのをもうちょっと

基準下げれば、もうちょっと「Ｂ」ということですけれども。 

 個人的な感覚としては、ちょっとそれは厳しいのかな、だからみんな「Ｃ」になっちゃ

うのかなという感じの。 

○稲垣部会長  そういったようなことでまとめ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。 

 では、次に、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。 

 傍聴人はいないので、このまま続けます。 

 それでは、公認会計士である吉田委員から、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。 
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（※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  倒産リスク等がない安定した会社だというご意見ですけども、いかがで

しょうか。いいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、このとおり倒産リスクはないと判断されることといたします。 

 それでは、これからの会議については公開といたします。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、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、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。 

 それでは、次に、栄町立体駐車場について、評価を行います。 

 施設所管課から説明をお願いします。どうぞ。 

○湯川地域安全課長  ご説明します。地域安全課の湯川でございます。 

 最初にお配りした資料の中で、差替えさせていただきましたので、訂正箇所を説明させ

ていただきたいと思います。 

 資料９－１を差替えさせていただいたわけでございますが、２ページ目の上の表、「ア 

収入」の部分の表でございまして、その他収入の下、「合計」欄から２番目のところでご

ざいますが、一番右側に計画対提案というところで、マイナス７８２万４千円の主な要因

のところが記載されてございますが、こちらのところ、中央立体の云々と当初のものには

書いてあったんですけれども、これは全くの間違いでございまして、この部分の理由部分

を修正させていただきました。 

 そして、３ページの一番上の自主事業、実施状況ということで、「ア 収入」の表の下

に、囲みでちょっと説明文を入れてございましたが、この内容につきまして、後ほどちょ

っと説明をさせていただきますけれども、その内容についても表現に不適切な部分がござ

いましたので、そちらの部分を書き換えさせていただきました。 

 修正箇所は以上でございます。 

 それでは、新たにお配りいたしました評価シートのほうに従いまして、ご説明をさせて

いただきたいと思います。 

まず、１ページ目の「公の施設の基本情報」でございますが、施設名は栄町立体駐車

場でございまして、この中の下から３段目のところの成果指標につきましては、利用者

（台）数の増加ということも指標としておるところでございまして、数値目標といたしま

しては、普通自動車につきましては年間５万台以上、二輪車につきましては２，５００台

以上ということで数値目標を設定してあるところでございます。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」でございますが、こちらのほう指定管理者はアマ

ノマネジメントサービス株式会社ということで、選定方法につきましては公募で、管理運

営費の財源につきましては利用料金収入制をとっておりまして独立採算制ということにな

っております。よって、指定管理料の支出は、市としてございません。 
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 続きまして、「３ 管理運営の成果・実績」でございますが、こちらのほう数値目標、

普通自動車につきましては、数値目標の年間５万台以上に対しまして、実績は４万９，１

３６台という状況でございまして、達成率は９８．３％。二輪車につきましては、目標２，

５００台、こちらのほうは事業者が独自に設定した目標でございまして、市として当初設

定してあったものが２，０００台という状況でございますが、それに対しまして実績のほ

うは１，６７５台ということでございまして、事業者が設定した数値目標によって達成率

を計算しますと、６７％という状況となってございます。 

 ちなみに市が設定した数値につきましては、下に記載してございますように、８２．

３％ということでございます。 

 続きまして、２ページのほうをお願いいたします。 

 「４ 収支状況」でございます。 

 「（１）必須業務収支状況」でございますが、「ア 収入」につきまして、表の中段の

ところに利用料金収入、こちらのほうが提案額より４００万円少なくなっておるところで

ございます。計画対提案のところでございます。こちらにつきましては、これは提案直後、

大口顧客がおったのでございますが、その大口顧客が提案直後に解約された関係で事業計

画書提出の段階でこちらのほうも１００万円という形で下方修正したところでございます。 

 続きまして、その下の段のその他収入のほうでございます。その他収入のほうでは、提

案時に７８２万４千円ということでその他収入が計上されてございます。こちらにつきま

しては、自主事業、当初提案時、事業者のほうが後ほど触れさせていただきますけれども、

基本的に建物の補修等そういったものを自主的に行って、建物自体の精度を高めていく中

で利用者を促進していこうというような提案をいただいたところであったのですけれども、

当初、考えておりました先ほどの利用料金収入のところでも説明しておるわけですが、収

入の見込みがかなり違ってきたということで、そういった関係から後に協議がおかれまし

て、実際のところ自主事業として計上していた７８４万４千円については、計画段階では

計上しないという協議の結果となりました。そして、下の合計欄につきましては、年間の

計画額が３，７００万円に対しまして、実績額としては３，７２４万６千円ということで、

こちらについては、２４万６千円のプラスとなっております。 

 続きまして、「イ 支出」欄をご覧いただきたいと思います。 

 まず、人件費のほうでございますが、一番上の実績欄が、計画である１，４４０万円と

実績額である９１７万７千円を対比いたしまして、５２２万３千円の減となっております。

こちらにつきましては、社員の雇用形態等の見直しをしまして、幹部社員等の採用等によ

りまして、経費削減を図ったものでございます。 

 そして、その下の事務費のほうでございますが、事務費のほうも実績額のほうが計画額

に対しまして１２９万８千円の減という状況でございます。こちらのほうは支払回数の見

直し等を図りまして、効率化を図った結果、縮減を図れたというものでございます。 

 続きまして、管理費の欄をお願いいたしたいと思います。こちらにつきましては、当初

の計画６０４万円に対しまして、実績のほうが１，１７４万８千円ということで、５７０

万８千円のプラスということでございますが、こちらに対しましては、雨漏り対策等の関

係で、急遽、配管修繕等に関しまして、当初の段階より修繕料が多くなったために増とな

っておるものでございます。 
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 そして、その下の委託料でございますが、約７８万６千円ということで、実績額減とな

っておりますが、こちらにつきましては委託費ではなくて、管理費のほうに計上してござ

いまして、その関係でこちらのほうは減となっているということでございます。 

 そして、一番下の合計欄でございますが、こちらのほうが年間の計画額２，６９４万８

千円に対しまして実績額は２，５３５万円で１５９万８千円のマイナスとなっております。 

 続きまして、３ページをご覧いただきたいと存じます。 

 先ほども申し上げたのですが、自主事業については当初の提案額におきましては、施設

設備の手直し事業等を自主事業として掲げておりました。しかしながら、提案直後に大口

顧客の解約等がございまして、提案段階から指定管理者を取り巻く環境が大きく変化した

関係で、その後、市のほうと協議いたしまして、自主事業としては計上しないで、修繕の

中で対応を行うというところでございます。 

 続きまして、３ページ目の「（３）収支状況」をご覧ください。 

 総収入が３，７２４万６千円に対しまして、総支出は２，５３５万円で、収支は１，１

８９万６千円の黒字でございます。 

そして、その下の「本市への利益の還元」でございますが、基本協定に基づきまして、

収支が総収入の１０％に当たる額を超える場合には、収支からその総収入の１０％に相当

する額を差し引いたものの余剰金につきまして、その２分の１を市に還元するという規定

がございますことから、市に４０８万６千円が還元されたところでございます。 

 続きまして、次の４ページに移らせていただきたいと思います。 

 「５ 管理運営状況の評価」「（１）管理運営による成果・実績」でございます。こち

ら、成果指標の目標に対しまして、どれだけ達成をしたのか評価するところでございます

が、「Ａ」から「Ｅ」段階の中で、先ほど、３の（１）で申し上げましたように、普通自

動車につきましては、達成率が９８．３％、二輪車につきましては達成率が６７％となっ

ておりますことから、普通自動車につきましては「Ｃ」評価、二輪車につきましては

「Ｄ」評価といたしました。 

そして、「（２）の施設管理経費縮減への寄与」でございます。これにつきましては、

管理運営費の財源のところでも申し上げましたとおり、本施設につきましては、独立採算

制でございまして、指定管理料のほうを支出しておらないために、市の評価は、バーとい

たしておるところでございます。 

 続きまして、５ページのほうをご覧いただきたいと思います。 

 「管理運営の履行状況」でございます。こちらのほうも先ほどと同様、「Ａ」から

「Ｅ」の５段階で評価されるものでございますが、モニタリング調査結果のほうをご覧い

ただきますとわかるように、おおむね管理運営の基準や事業計画書に定める水準のとおり

行われておるために、指定管理者の自己評価、市の評価とも同様の「Ｃ」評価となってお

ります。 

 しかしながら、先ほど来、申し上げております「（３）施設における自主事業の効果的

な実施」の部分につきましては、これは自主事業のほうを行っていないわけでございます。

ただ、そうは言いながら、事業者として当初、提案時に自主事業として掲げていた中の事

業におきまして、幾つかの事業を実施しておるところでございまして。例えば、車止めの

交換だとか、照明管の交換だとか、そういったところは事業者として積極的に実施してお
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るところでございます。 

 ですので、こちらにつきましては、「Ｄ」という評価をさせていただいたところでござ

います。 

 そして、「（４）指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」というところをご覧

いただきたいと思うのですが。こちらにつきまして、当委員会、皆様のほうから、当初は

２７年度まで運営していた中央立体駐車場について、廃止をすべきというようなご意見を

いただいておったわけでございますが、これにつきましては、２７年度末にそちらのほう

のご意見を踏まえた上で供用のほうを廃止したところでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」でございます。こちらに関しまして、「（１）

指定管理者が行ったアンケート調査」でございますが、アンケート調査の実施内容や結果

の概要につきましては記載のとおりでございますが、前回調査と比べまして、利用者から

おおむね良好な結果をいただいておるところでございます。 

 次に、「（２）指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」のところですが、こち

らに関しては、特にございませんでした。 

 続きまして、７ページの「７ 総括」でございます。 

 こちらにつきまして、指定管理者による自己評価でございますが、詳細については記載

のとおりでございますが、トイレの清掃、防犯カメラの増設による満足度の増大、雨漏り

に対する修繕等、各種のメンテナンスを実施しておりまして、おおむね市が指定管理者に

求める水準には達しているというところで、「Ｃ」評価とさせていただいております。 

 市による評価もおおむね同様ということで、年２回のモニタリング等を踏まえた上で、

同様の「Ｃ」評価とさせていただきました。 

 また、努力しているというふうに市として考える点といたしましては、建物自体がもう

築３０年以上が経過して、非常に老朽化している施設でございます。そういった施設の中

で、細やかな修繕をやっていっていただいている点、数値目標には達しておりませんけれ

ども、市に対して４００万円以上の利益還元を行っている点等を評価のポイントといたし

て、「Ｃ」評価とさせていただいたところでございます。 

 今後、利用者の満足度をさらに高めていただくように、指定管理者との連携を図りまし

て、なおかつ利益還元が維持できるように努めていきたいと考えておるところございます。 

 説明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。 

 所管から説明いただきましたこの評価について、何かご意見、その他質問、改善意見等

お願いします。 

○金子委員  資料９－３の「事業実績計画書」１１ページによると、自主事業の計画が

いろいろとあるわけですが、資料９－４の「事業報告書」の２０ページを見ると全く実績

がない。今ほど説明があったのかもしれないですが、９－２のモニタリングレポートを見

ると、ライン工事だけ未実施というような形になっている。これは事業計画が変更されて、

計画書には載っているけれども、これが変更されなかったということですね。 

○湯川地域安全課長  はい。 

○金子委員  ライン工事だけはやる方向で残っていたけれども、それもやれなかったと
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いうことですね。 

○湯川地域安全課長  はい。次年度に入ってしまっていますが、ライン工事につきまし

ては、なるべく実施いただけるように働きかけておるところでございます。 

○小川地域安全課長補佐  緊急的に対応する雨漏りを優先的に行いましたので、ライン

工事につきましては今年度に実施するようにしていきたいと思っております。 

○稲垣部会長  そういう流れがあるのですね。ただ、やれなかったのではなく、そうい

う雨漏り工事のメンテナンスをやったということなんですね。 

○小川地域安全課長補佐  はい。 

○吉田委員  二輪の２，０００台や２，５００台という目標は、現実的に達成できるも

のですか。このままこの目標が高過ぎて、ずっと「Ｄ」評価だけれども利益は還元されて

いるというのは、ちょっと違和感があるので。 

 実際、今、二輪って台数減っているのですよね。自宅のマンションも二輪の駐車場は誰

も使っていない状態が何年も続いているような状況がありまして。その目標が高過ぎるせ

いでずっと「Ｄ」評価となるのであれば、現実的な目標を市として協議されるのもいいの

ではないかと感じました。 

○湯川地域安全課長  実際に稼働率のほうを見ましても、２８年度稼働率は３割程度で

ございますので。委員ご指摘のとおり、かなり背伸びした目標設定になっているなという

感は、個人的にはしておるのですけれども。 

○金子委員  それに関してなんですけども、我々にも責任があるのかなというのは、参

考資料７－７、２７年５月のときの総合評価で、次期指定管理者の選定に向けての意見で、

自動二輪車の駐車台数増加に向けた取組みを検討されたいということで要望していたとこ

ろがあるんです。多分、そのあたりを受けて。 

 視察に行ったときに、１階に二輪車向けの駐輪スペースをつくりましたというような説

明を受けて、何かそこに力を入れて、そこがこの駐車場の一つの特色みたいな説明だった

と思います。それで、そこに力を入れられたらいいのではないでしょうかというような議

論をしたような記憶がちょっと残っていて。 

 それが、社会情勢といいますか、どうも乖離しているのであれば、そちらのほうを優先

して、妥当な目標値に、必要に応じて修正いただくということも適切な評価をする上では

必要なことかなと思います。そのあたりも可能な範囲で、ちょっと検討されたらいいので

はないかなと思います。 

○小川地域安全課長補佐  利用状況としましては、２６年度以降は１，３００台、１，

４５０台、１，６７０台と、年々右肩上がりではあります。ただし、目標が適正かという

点は、そうですね。 

○吉田委員  かかるコストと実績に応じた現実的な目標で。せっかく５万台の車で

「Ｃ」評価なのに２，０００台未満の二輪車で「Ｄ」となるのは、ちょっと違和感を感じ

るところです。 

○稲垣部会長  私のほうもどうかなと思ったのは、一つには、自分でいいこと言って受

注とってから、後で時代に合わないからと減っていたら切りがないから、だから自分で言

ったことは責任持ってもらうことも一つのやり方ですよね。 

 ですから、見通しが悪い、見通しが間違っているということも本当は応募段階のテスト
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に入っているわけですね。確かにおっしゃるように、無理な目標があると僕も思いながら

見たんですけど。かと言って、じゃあ目標を下げたらいいかというと、応募段階でいいこ

と言っといて、後から、これは無理ですからと言うのでは、この競争に勝った意味がない

というか。やっぱりそういう問題が起きてきますから。やっぱり、総合判断しないといけ

ないですよね。 

 ただ、何となくおっしゃるように、ちょっと二輪車が余り乗りつけるのはどうなのかな

と僕は思っています。 

○湯川地域安全課長  当時、募集をかけていた段階では、自動車二輪対策というのは、

市の中でも結構、課題の一つではありました。数値的には高めな目標設定になったのかも

しれないですけれども。ただ、次回の指定管理の中では、もうちょっと数字を客観的に評

価した中で検討してまいりたいと思います。 

○早川委員  自動車は停まっていると捕まったり何かしますけど、二輪車は適当なとこ

へ、ちょっと角に置いて済んじゃうんですよね。だから、本当は停めてもらわなきゃいけ

ない人が、逃げるという表現おかしいけど、隠れちゃっている。だから、そういうものを

掘り起こすというのが必要だと。 

それから、揚げ足とるようなこと言うけど、２ページの表はこれ、どういう表なんで

すかね。Ａの収入実績「３７２４６」ですよね。その次、計画「３６０００」だと、合計

は「３７」になっちゃうわけで。それで、「３７２４６」と「３６」の差は「１２４６」

になるはずだけど。 

○小川地域安全課長補佐  合計のところは、おっしゃるとおり３，６００万円ですね。

すみません。 

○早川委員  「６００」でしょう。だから、実績、計画のマイナスも１２４万６千円じ

ゃないの。 

○小川地域安全課長補佐  そうですね。おっしゃるとおり。 

○早川委員  だから、全部これ１１抜けて７が違っている。 

○湯川地域安全課長  申しわけございません。失礼しました。 

○早川委員  不思議なのは、台数は目標にいかないけど、料金の目標はいっている。 

 会社がやったとき、単価を低く見積もったら高くなっちゃったということしか考えられ

ないですね。だから、２時間停める人が５時間停めると、こうなるわけだと思う。 

○稲垣部会長  二輪車で近くに行きたいんですよね、どっちかっていったら。自転車じ

ゃないけど、車ほど遠くまで歩きたくない人多いですよね。あそこから千葉駅まで歩くの

はちょっと。 

○早川委員  遠いですよね。 

○吉田委員  でも、いいバイクだと、ちゃんと人がいるところ停めたいですよね。やた

らめった傷つけられても困っちゃう。 

○稲垣部会長  あそこに置いていくのは、どっか抵抗あるんですよね。でも、しようが

ないですよね。 

 総収入が増えているということは、四輪車が増えているということなんですよね、増収

がね。車よくやっていると思うんですけど。 

○湯川地域安全課長  前年度実績と対比しますと、大体１０５．２％ということです。
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若干伸びてはいるんですけど。あと、収益が黒字になったのは、やはり委員会でご提案い

ただいたように中央立体を廃止した。足を引っ張るものがなくなったということがありま

す。 

○早川委員  一緒の合計でやっていたから。 

○湯川地域安全課長  はい。トータルでどうしても。抱き合わせじゃないと、なかなか

管理者も見つからなかったものですから、そんな感じで現在の指定管理者にお願いしてい

ましたので。 

○稲垣部会長  この点数のつけ方ですけど、市のほうは特に二輪車を育成しなきゃいけ

ないような立場でもないのですよね。でも、二輪車を応援しなきゃいけない理由もないか

ら。そうすると、これ要するに、ニーズに合った運営していればいいのであって、二輪車

が減っていこうと四輪車が増えていこうと、六輪車が増えようと、ともかく利用者が増え

ればいいのではないかと思うんですよ。 

 だから、分けて点数つける必要もないのかなという印象を受けるのです。 

○吉田委員  二輪車専用のスペースがあるので。 

○稲垣部会長  あるけれども、それはもう経営判断で、どういうスペースにするか業者

に任せていいのではないかなという。市はどうしても二輪車を育成したいというのなら別

ですよ。そうじゃないなら、業者がどういう割合に、ラーメンと餃子をどういう割合で供

給するかという、そこまで口を出す必要はないわけですよ。 

○湯川地域安全課長  二輪車につきましては、自治会等からもちょっと二輪車用のそう

いう駐車場対策ということで要望が出ていて、その中で栄町立体のほうに二輪車のスペー

スを設けていったという経緯がございます。 

○稲垣部会長  どうしても独立の。 

○湯川地域安全課長  それは経営上の話とは全く別の話ではありますけど。 

○稲垣部会長  やっぱり必要なのですね。 

 そうすると、ずっと「Ｄ」評価みたいな。もしかしたら最終的には「Ｅ」までいっちゃ

うかもしれない。 

○吉田委員  でも、１００台、２００台ずつ増えていらっしゃるので、目標を突破して

しまうかもしれない。 

○湯川地域安全課長  先ほど、うちの補佐から申し上げましたように、前年度対比とい

うことでございますと、１４．４％増、１４２．４％ということで、若干ではありますが、

利用実績というのは伸びてきておる状況ではございますが、数値的にはちょっとなかなか

目標値にはたどり着けない数値です。 

○吉田委員  でも、だんだん認知度が高まっているがゆえに台数が伸びていらっしゃる

ということですね。そうしたら、目標は達してないものの前年実績よりこれだけ伸びてい

るというのを、プラスのコメントで評価されるほうがよろしいんじゃないですか。 

 どうしても二輪というのは千葉市としてやってほしいという意識があるのであれば、そ

の「Ｄ」だけではなくて、伸びているというところをちゃんと見ているぞという評価があ

ったほうがいいのではないでしょうか。 

○稲垣部会長  これ「Ｃ」評価の所見のところに、抽象的に利用台数及ばなかったと書

いてあるのを、二輪車では及ばなかったけれども、限定して。全部及ばなかったわけでは
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なくて、四輪車は及んでいるわけだから。 

○吉田委員  いえ、及んではないです。５万台にはいっていないです。 

○稲垣部会長  いってないわけですね。 

○吉田委員  ９８．３％。 

 及んでいないものの、特に二輪車に関しては前年委託１４％となり、伸びているよとい

う書き方で。四輪が、普通車がほぼ１００いっているのは認識されていると思うんですけ

どね。 

○稲垣部会長  そういうわかりやすくするぐらいですかね。 

 じゃあ、ほかにございませんか、何か。 

○金子委員  先ほど、中央コミュニティセンターのところの防犯対策で、防犯カメラを

つけて対策をとったという話をしたのは、たしかこれ、こっちの立体駐車場のことだった

かもしれないですね。今、読んでみて。前回、そういう事件があって、つけてというのは

こっちの話でしたかね。すみません、混同していました。 

○吉田委員  今、屋上は使われていないということで、上がらせていただいて拝見をし

たんです。安全対策、何か物の落下とかは本当に気をつけていただきたいなと改めて。大

分もう外せるものは外したと伺っているんですけども、何か落ちて通行人の方に危害が及

ぶことは、特に市の施設としてないように改めてお願いします。 

○稲垣部会長  安全対策をさらに留意してほしい。 

○吉田委員  そうですね、やっぱり普段使ってないとなると、何が危ないかというのを

余り日ごろ見られないうちに何か物が落下というニュースが時たまいろんなところで起き

ると思いますので。 

○湯川地域安全課長  その辺は指定管理者に、後日、さらに安全対策のほうを周知した

いと思います。 

○稲垣部会長  安全対策と言うと何か悪いことあったみたいだけど、具体的には問題は

起きていないけれども、安全対策の注意をしてほしいと、そういう意味ですね。 

○吉田委員  そうですね。コンクリートとかも３０年たっていると、いろいろとはがれ

てくることがある。それこそ、トンネルが落ちてくるとか想像もしてないことが世の中起

きていますので。 

○湯川地域安全課長  おっしゃるとおり、腐食等が確認されますので、修繕とあわせて

留意してまいりたいと思います。 

○稲垣部会長  あそこは鉄骨なんかをすりつけているんですかね。鉄骨むき出しに吹き

つけて。 

○湯川地域安全課長  そうですね。鉄骨に何か吹きつけていますね。ただ、一部傷んで

いるところもありますので、それは後ほど。 

○稲垣部会長  気をつけていただきたいと思います。 

 ほかにはよろしいですかね。 

（なし） 

○稲垣部会長  まず、「Ｃ」評価は妥当であるということでよろしいですね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、意見としましては、二輪車は目標数値を達成していないが、
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全体として年々利用者は増えていることから、目標達成できるように引き続き努力された

い。それから、壁とか天井等から何かの落下など突然起きることのないよう、安全対策を

引き続き注意されたい。 

これらの意見で、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。 

 では、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います。 

 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等を行うこと

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号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。 

 傍聴人はいないので、このまま続けます。 

○稲垣部会長  それでは、公認会計士である吉田委員から、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。よろしくお願いします。 

（※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  じゃあ、きちんと利益をつないでおり、倒産・撤退のリスクはないと判

断するということで、よろしくお願いします。 

 それでは、これからの会議については公開とします。 

 それでは、これらの意見を踏まえて、千葉市栄町立体駐車場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、私と事務局で調整するということでご承認いただければと思います。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した。 

 以上で、議題１の「平成２８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」の審議は終了します。 

 最後に、議題２の「その他」について、事務局からご説明お願いします。 

○神田市民総務課長  それでは、今後の予定について、ご説明をさせていただきます。 

 本日、委員の皆様よりいただきましたご意見につきましては、稲垣部会長さんから選定

評価委員会の小野寺会長さんにご報告をいただき、その後、小野寺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きます。 

 この委員会の答申を受けまして、市では、委員会のご意見を指定管理者年度評価シート

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。 

 同様に、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、同じく市ホームペー

ジにて公表することとなります。公表の時期など決まり次第、委員の皆様にはご報告させ

ていただきます。 

 なお、本日の部会の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したい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 今のことに特にご質問はないですね。 

（なし） 

○稲垣部会長  時間がもしかして足りないかと思い、どんどん進めてしまったので、も

っと言いたいことがあったかもしれない。時間がありますので、もし、この際に一言とい

うのがあれば、おっしゃっていただければと思います。 

○吉田委員  モニタリングレポートから最終的な評価が決まってしまう、そこはどうし

ても個人差は出るところと思うんですけど、モニタリングレポートされる皆さん、お互い

の情報交換で、どこを「〇」にして、どこを「◎」にするかというのが、余り偏りがない

ように、今後も運営していっていただければいいのかなと思いました。 

○稲垣部会長  ほかに何か。 

○金子委員  この得点集計表は今後つけていただいたほうが、我々としても評価を考え

やすいかと思いますので、よろしくお願いします。 

○神田市民総務課長  来年度からつけるようにいたします。 

○吉田委員  これはほかの部会も含めて、同じようにやっていただけるということでい

いですかね。 

○神田市民総務課長  そのようにしたいと思います。 

○稲垣部会長  わかりやすくていいいですね、そのほうが。 

 早川委員、基本的なことでも何でも。 

○早川委員  ございません。ただ、指定管理は、そもそも何をというところに突き当た

りますからね、市民サービスというのをどこまでやったらいいのかとか、そういう大事な

ところはもう直接的な問題ですから。ここだけの話で議論できない。 

 要するに、早くやればサービスが向上するというのなら、どこまで早くすればという議

論にもなりますしね。だから、結果的にそういう議論もどこかでしないといけないと思う

のですね。これは、この場ではできないと思いますので、ぜひ、ご検討いただければと。 

○稲垣部会長  よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  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す。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○宮本市民総務課長補佐  本日は、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。 

 それでは、以上をもちまして、平成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第

１回市民・文化部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中誠にありがとうございました。 

 


