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平成３０年度第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会会議録 

 

１ 日時：平成３１年１月２１日（月）１４：００～１４：３０ 

 

２ 場所：千葉市中央コミュニティセンター８階 ８３・８４会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（会長）、吉田 恵美委員（副会長）、稲垣 總一郎委員、 

小野寺 浩一委員、長根 裕美委員 

（２）事務局 

神田市民総務課長、宮本市民総務課長補佐、土肥主査、大嶋主任主事、山本主事 

   小高市民自治推進課長補佐、岡田地域安全課長補佐、小名木文化振興課長、 

山﨑スポーツ振興課長、佐藤公園管理課長 

小倉中央区地域振興課地域づくり支援室長、立石花見川区地域振興課地域づくり支

援室長、中臺稲毛区地域振興課地域づくり支援室長、飯島若葉区地域振興課地域づ

くり支援室長、久我緑区地域振興課地域づくり支援室長、森田美浜区地域振興課地

域づくり支援室長 

 

４ 議題： 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）千葉市市民局指定管理者選定評価委員会各部会報告及び運営等に対する 

意見について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）会長及び副会長の選出について 

   委員の互選により、横山 清亮委員が会長、吉田 恵美委員が副会長に選任された。 

（２）千葉市市民局指定管理者選定評価委員会各部会報告及び運営等に対する意見について  

   各部会の総括及び方針が変更になった事項について、事務局から説明した後、意見

交換を実施した。 

（３）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、ただ今より平成３０年度

第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員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
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ります。傍聴人の方におかれましては、「傍聴人要領」に記載されている事項を遵守される

ようお願いいたします。 

 それでは、本日は、委員改選後の第１回目の会議でございますので、委員の皆様のご紹

介をさせていただきます。なお、皆さまには継続してご就任いただいておりますので、前

回から変更はございません。お手元の資料１「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会委

員名簿」をご覧ください。名簿順にご紹介させていただきます。 

始めに、弁護士でいらっしゃいます、稲垣總一郎委員でございます。 

次に、公認会計士でいらっしゃいます、小野寺浩一委員でございます。 

次に、千葉大学大学院社会科学研究院准教授でいらっしゃいます、長根裕美委員でござ

います。 

次に、弁護士でいらっしゃいます、横山清亮委員でございます。 

次に、公認会計士でいらっしゃいます、吉田恵美委員でございます。 

以上、５名の皆さまでございます。引き続き、変わらぬご指導いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

なお、皆さまの他に、部会の構成員となられます臨時委員の方々が２１名加わる予定で

ございまして、こちらは、この後の「議題１」で決定された会長と事務局で相談いたしま

して、担当していただく部会も含め、決めさせていただきたいと思います。 

次に、事務局職員のご紹介ですが、本日は、各施設所管課の職員も出席しており、人数

も多いことから、恐れ入りますが、お手元の「席次表」をもってご紹介にかえさせていた

だきます。 

また、本日は、出席を予定しておりました、市民自治推進部長の山根につきましては、

所用により欠席とさせていただいております。 

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、市民総務課長の神田からご挨拶を申し上げます。 

○神田市民総務課長  市民総務課の神田でございます。 

 委員の皆様には、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会にご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。また、日頃より市政各般にわたり多大なるご支援・ご協力を

賜りまして、感謝を申し上げます。 

 このたびは、指定管理者選定評価委員会の委員への再任をご快諾いただきまして、厚く

御礼申し上げます。 

 本来であれば、ここで皆さまお一人おひとりに、委嘱状をお渡しすべきところではござ

いますけれども、あらかじめお手元にお配りをさせていただきましたので、ご了承いただ

きたいと存じます。 

 さて、今年度は、市民局指定管理者選定評価委員会において所管している施設のうち、

昨年度に選定していただきました市民ゴルフ場を除く、全ての施設におきまして、平成２

９年度に指定管理者が行った施設の管理に係る評価の審議を、各部会で行ったところでご

ざいます。 

 委員の皆さまにおかれましては、書類のご確認や部会へのご出席など、ご負担をおかけ

したことと存じます。おかげさまで、多くの貴重なご意見をいただくことができまして、

感謝いたしております。 
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 本日は、各部会の総括などをご報告するとともに、評価のご審議をしていただいた中で、

委員の皆さまがお気づきになられた点などにつきましてご意見をいただき、皆さまからの

ご意見を踏まえ、指定管理者制度の効果が十分発揮できるよう努めて参りたいと考えてお

りますので、これまで同様、豊富なご経験と高いご見識を基にご審議賜りますようお願い

申し上げ、挨拶とかえさせていただきます。 

 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、机上にございますのは、「委嘱状」、「席次表」と「次第」でございます。次に、

クリップで留めてある資料でございます。資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委

員会委員名簿」、資料２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会所管施設一覧」、資料

３が「各部会報告（年度評価：平成３０年６～７月開催）」、資料４が「成果指標・数値目

標として設定する施設稼働率の算出方法について」でございます。 

 続きまして、参考資料でございます。 

参考資料１が「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」、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が

「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）」、最後に、参考資料４が「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」でございま

す。 

以上を、お配りさせていただいております。 

おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お申し付けください。 

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１０条第２項に基づきまして、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。なお、会長が決定するまでの間、市

民総務課長の神田が、仮議長を務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

○宮本市民総務課長補佐  それでは、神田課長、議事進行をお願いします。 

○仮議長（神田市民総務課長）  ご承認いただきましたので、仮議長として進行させて

いただきます。 

まず、議題１の「会長及び副会長の選出について」に入らせていただきます。 

 会長の役割といたしましては、本委員会の議長を努めていただくほか、会議の招集、部

会の委員の指名、議事録の承認など、会を代表していただきます。 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理していただきます。 

 まず、会長の選出を行いたいと思いますが、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等

に関する条例第９条第２項」に基づきまして、互選により選出いたしたいと存じます。ど

なたか立候補、または推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 
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○稲垣委員  前回、公認会計士だったので、次は弁護士のほうでよろしいですかね。横

山委員いかがですか。 

○横山委員  私ですか。 

○吉田委員  横山委員で。 

○小野寺委員 横山委員で。 

○横山委員  推薦いただいたということですかね。お受けいたします。 

○仮議長（神田市民総務課長）  ただ今、横山委員を会長に、とのご推薦をいただきま

したが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（神田市民総務課長）  それでは、横山委員に会長をお願いいたします。 

 横山会長、真ん中の会長席へご移動をお願いいたします。 

 横山会長より、一言ご挨拶を頂きたいと思います。 

○横山会長  今期、会長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○仮議長（神田市民総務課長）  ありがとうございました。 

 それでは、会長が選出されましたので、ここで議長を横山会長と交代したいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○横山会長  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、よろしくお願いいたします。 

 まず、副会長の選出を行いたいと思いますが、こちらも互選により選出することとされ

ております。どなたか立候補、あるいは推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○小野寺委員  吉田委員がいいのかなと思います。 

○横山会長  吉田委員を推薦されるということで。 

 他に、いかがでしょうか。 

（意見なし） 

○横山会長  吉田委員いかがでしょうか。 

○吉田委員  お引き受けいたします。 

○横山会長  吉田委員を副会長に、とのご推薦をいただきましたが、よろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

○横山会長  それでは、吉田委員に副会長をお願いします。 

 吉田副会長から、一言ご挨拶を頂きたいと思います。 

○吉田副会長  大役でございますが、皆さまと協力してやっていきたいと思いますので、

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○横山会長  ありがとうございました。 

 続きまして、議題２の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会各部会報告及び運営等

に対する意見について」に入ります。 

 事務局より説明をお願いします。 

○神田市民総務課長  お手元にお配りしている資料を基に、座って説明させていただき

ます。 

 先の挨拶でも申し上げましたけれども、今年度は、当委員会において所管しております



 

―５― 

施設のうち、指定管理者の管理が１年目の市民ゴルフ場を除く、全ての施設において、平

成２９年度の管理運営について評価を行っていただきました。各施設の答申内容の詳細に

つきましては、「資料３」の答申内容のとおりでございますけれども、各施設とも、市の作

成した評価案につきまして、おおむね妥当であるとの評価をいただいております。 

 また、おおむね事業計画どおりの実績・成果が認められるとの評価をいただいておりま

して、施設の特性や目標の達成状況等に応じて、管理運営のサービス水準向上、業務効率

化の方策、改善を要する点などに関する貴重なご意見をいただきました。 

 なお、各指定管理者の財務状況につきましては、提出されました計算書類等の資料に基

づいた判断であることが前提ではございますけれども、倒産・撤退のリスクはない又は少

ないとご判断をいただきました。なお、各部会における、詳細な答申内容につきましては、

時間の都合もございますので、この場では省略させていただきたいと存じます。 

 委員の皆さまからいただいたご意見につきましては、施設の管理運営を適切に行い、よ

りよい施設とするため、市と指定管理者にて十分に反映していきたいと考えております。 

 なお、今年度、各部会でいただいたご意見のうち、指定管理者制度を所管します、総務

局業務改革推進課と協議を行い、方針が変更になったものがございますので、ご報告いた

します。 

 お手元の「資料４」をご参照ください。 

 施設稼働率の算出方法に関する内容でございます。 

 諸室の稼働率の算出方法につきまして、「占有する面積の差が大きい場合（各諸室の面積

の差が大きい場合）は、各諸室の面積に応じた加重平均によって算出した稼働率の方が、

面積を考慮せずに単純平均した稼働率よりも、施設の各諸室の実態をより正確に反映する

ことができるのではないか」とのご意見が、中央区役所部会においてございました。 

 これは、現在、諸室の大きさに関わらず、単純平均によって稼働率を算出しておるので

すが、各諸室の占有面積の差が大きい施設については、加重平均して算出した値と単純平

均して算出した値との間に差が生じていることによるものです。 

 そこで、市としての対応案といたしまして、各諸室の占有面積の差が大きい場合、単純

平均と加重平均との間に大きな差が生じることから、各諸室等の占有面積を考慮した加重

平均により、稼働率を設定する方針となりました。 

 なお、この変更事項の適用につきましては、来年度以降に行います、次期指定管理予定

候補者の選定施設からとなります。 

 今の指定管理期間中には、適用しないこととなります。 

 なお、この対応案につきましては、正式な通知前であることから、多少の変更が生じる

場合がございますので、ご了承ください。 

 事務局からの報告は、以上でございます。 

○横山会長  ただ今の事務局からのご説明について、何かご質問、ご意見はございます

か。 

○長根委員  単純平均から加重平均にした場合に、実際にどれくらい稼働率が変わりま

すか。そんなに大きな差がでますか。 

○神田市民総務課長  こういうご意見が出た中央区役所部会で一番問題になったのは、

蘇我コミュニティセンターでございまして、蘇我コミュニティセンターを単純平均した稼
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働率は、６５．０％だったのですが、加重平均いたしますと、６１．３％ということで、

少し下がりました。これは、一番大きい多目的ホールという部屋の面積が６１６平米あり

まして、小さいところでは２０平米ほどですので、差がかなり大きい構成になっています。

多目的ホールの稼働率がそれほど高くないといいますか、５５％ぐらいでしたので、単純

平均の方がどうしても高くなってしまう。そういう風に、大きな部屋の稼働が良い場合は、

加重平均にしても変わらないか上がりますが、大きい部屋の稼働が低い場合は、加重平均

にすると低くなる、そういうような現象が実際にはあるということです。 

○吉田委員  せっかくその場にいた者として申し添えさせていただきますと、稼働率を

上げましょうという目標が指定管理者には課されていると思いますけれども、そこだけを

考えて、小さい部屋で使い勝手がいいところの稼働率をどんどん上げることによって、結

果が出たという形に指定管理者になられては困るのではないのかという委員の方がいらっ

しゃいましたので、中央区役所部会として、このようなご審議を差し上げたということで

す。 

○小野寺委員  吉田委員にお聞きしたいのですが、私は反対に思いました。理由は全く

逆で、調理室とか、どうしても稼働が悪いところがコミュニティセンターにはたくさんあ

りますよね、その辺の影響が、もしかしたら出てしまうのではないかと感じました。 

かつ、面積の大きなところだけを意識しておけば、他の種類の部屋の稼働が悪くても、平

均が上がってしまうのではないかと危惧します。 

指定管理者の目標としては稼働率を達成することですので、計算してどこに力を入れた

らいいのかというのは考えると思うのですよね。そのときに、吉田委員が話していたこと

と逆の方向に進んでしまって、稼働は悪いけれど、調理室みたいなところは防災の意味で

おかないといけないというところもあると思うので、そのへんも引き続き注力していただ

きたいなと他の部会では思いました。そのへんはどのように考えられていますか。 

○吉田委員  まず計算をしてみて、差がでるのかでないのかというのと、加重平均の値

が参考資料として掲載されていくのであれば、両方の目的が達成できるのかなとそのとき

から考えてはおりました。ひとつの目標としてではなくて。 

○小野寺委員  そうですね。もう決定しているのなら、しょうがないと思ったので。 

 見るところとしては、両方の数値を見て、かつ差がある場合に、どこの稼働が低いのか

高いのかが参考にあれば原因は分かると思います。 

○稲垣委員  加重平均のやり方がかなり重要かなと思います。同じ目的の部屋で比較す

るなら分かりますけど。極端な話、野球場のように少ない人数で広い面積を使う場所は、

面積で人数を割るのは非常に無理がでるのではないか。同じ目的の部屋どうしの比較でし

たらいいですけど。 

○横山会長  これは、事務局としては決定事項ですか。検討の余地はあるのでしょうか。 

○神田市民総務課長  業務改革推進課から全庁的にこのようにするという通知がでてい

るわけではなく、現状は、方向性を示した案の段階です。補足いたしますと、蘇我のコミ

ュニティセンターと申しますのは、元々は蘇我の勤労市民プラザだった所が、蘇我のコミ

ュニティセンターと統合しまして、建物は勤労市民プラザだったものをコミュニティセン

ターとして利用しておりますので、機能としての、蘇我の勤労市民プラザが廃止になった

という経緯がございますので、元々、６００平米もあるようなホールというのはコミュニ



 

―７― 

ティセンターにはないのです。勤労市民プラザだったので、音楽ホール的な利用もできる

ような多目的ホールという形があります。統合によってうまれた部屋だと、そういう事情

がございます。 

○横山会長  逆に言えば、一般化してよいのかという問題もあろうかと思いますけれど

も。引き続き検討していただけたらと思います。 

他にご質問ございますか。 

（なし） 

○横山会長  よろしいでしょうか。 

それでは最後に、議題３の「その他」ですが、事務局で何かありますでしょうか。 

○神田市民総務課長  今回の会議録の公開について、ご説明いたします。 

 今回の委員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。なお、ご確認いただきました会議録は、

後日、市のホームページにて掲載し公開いたします。 

 以上でございます。 

○横山会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はございます

か。 

（なし） 

○横山会長  よろしいでしょうか。 

それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了いたしました。あり

がとうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○宮本市民総務課長補佐  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３０年度第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会を閉会いたします。 

 本日は、皆様お忙しい中、本当にありがとうございました。 


