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平成２２度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月９日（月） 午前９時３０分～午後１２時００分 

 

２ 場所：幕張コミュニティセンター 第１講習室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

木頭信男委員（部会長）、横山清亮委員（副部会長）、淡路睦委員、宮葉冨繁

委員、新田芳男委員 

（２）事務局 

藤沼花見川区長、板倉地域振興課長、高橋課長補佐、小澤振興係長、荒巻主任

主事、大貫事務員 

 

４ 議題： 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

（２）募集条件、審査配点等に関する事項について 

（３）今後の審議予定について 

 

５ 議事の概要： 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

  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（平成２２年千葉市条例 

第７号）第１１条第４項の規定に基づき、委員の互選により、木頭委員が部会長に、

横山委員が副部会長に、それぞれ選任した。 

（２）募集条件、審査配点等に関する事項について 

  募集条件、審査配点等に関する事項について、事務局から（案）の説明があり、

審議。案のとおり募集条件、審査配点等とすることを決定した。 

（３）今後の審議予定について 

  事務局から、今後の審議予定について、説明があり、審議。第２回花見川区役所

部会を、１１月２５日（木）に開催することで、決定した。 

 

６ 会議経過： 

○司会  皆様、おはようございます。 

 委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、お集まりいただきましてありがと

うございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより、平成２２年度第１回千葉市市民局指定管理

者選定評価委員会花見川区役所部会を開催いたします。 

 それでは、初めに、資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料でございますが、配布資料は、次第、席次表、資料でございます。 

 次第、席次表につきましては、セルケースの中におさめてございますので、お改め

ください。 

 資料でございますが、資料１「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会花見川区役

所部会委員名簿」資料２「指定管理予定候補者選定の流れ」資料３－１から資料３－
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３「会議の公開及び議事録の作成等について」資料４から資料４－６「幕張コミュニ

ティセンター関係の募集要項等について」資料５から資料５－６「畑コミュニティセ

ンター関係の募集要項等について」資料６「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」 

 以上をお配りしております。 

 おそろいでございましょうか。不足がございましたら、お知らせください。 

 それでは、開会に当たりまして、花見川区役所の藤沼区長からあいさつを申し上げ

ます。 

○花見川区長 皆さん、おはようございます。 

 花見川区長の藤沼でございます。 

 指定管理者選定評価委員会花見川区役所部会の開催に当たりまして、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 

（区長あいさつ） 

 

○司会  続きまして、委員紹介に入らせていただきます。 

 本日は、指定管理者選定評価委員会花見川区役所部会を設置し、第１回目の部会で

ございますので、ご就任いただきました委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 それでは、皆様、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花見

川区役所部会委員名簿」をごらんください。 

 名簿の順にご紹介させていただきます。 

 

（名簿順に委員の紹介） 

 

○司会  以上の皆様でございます。 

 また、本日は、出席全員のご出席を得られておりますので、会議は成立しておりま

す。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 

（事務局職員の紹介） 

 

○司会 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日のスケジュールでございますが、部会を１０時半ごろまでに終了し、そ

の後、３０分程度、幕張コミュニティセンターをご見学していただき、次に、畑コミ

ュニティセンターに移動していただき、畑コミュニティセンターをご見学いただきた

いと思います。 

 なお、終了時間は午後１２時ごろを予定しております。 

 まず、議題に入る前に、本会に係る概要と指定管理予定候補者選定の流れにつきま

して、事務局から説明いたします。 

○事務局  座ってご説明をさせていただきます。 

 まず、指定管理者制度でございますが、平成１５年の地方自治法改正によりまして、

公の施設の管理に関しまして、従来、委託先が公共団体等に限定されていた施設の管

理が、民間事業者などを含めました幅広い団体にゆだねることが可能となりました。

多様化する住民ニーズにより、効果的、効率的な管理に対応するため、公の施設の管
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理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を

図ることを目的としております。 

 本市では、平成１７年度、アイススケート場を皮切りに、平成１８年度から既存の

公の施設につきまして、一斉に５年間の指定期間で指定管理者制度を導入し、その後、

新たに設置されました施設につきましても、随時、導入しております。 

 また、先ほど区長からもございましたが、本年３月に「指定管理者の選定に関する

条例」を定めまして、その中で、本委員会も位置づけられたところでございます。 

 １８年度に導入した施設につきましては、来年、２３年の３月をもちまして期間が

満了となります。今年度に募集を行うことになりますので、次期指定管理予定候補者

の選定が必要となりますので、委員の皆様にお願いするものでございます。 

 なお、他の部局と比べまして、市民局は対象となる施設の数が多く、各区役所が管

理するコミュニティセンター等もございますことから、部会を設けまして、各部会に

分かれて審議をしていただくことが第１回選定評価委員会で決定いたしました。 

 次に、資料の２をごらんください。 

 「指定管理予定候補者選定の流れ」でございますが、まず、表の一番上でございま

す。７月１６日に開催されました「第１回指定管理者選定評価委員会」におきまして、

「会長・副会長」「部会の設置」「臨時委員の任期」等が決定いたしました。 

 次に、表の上から２番目の本日の第１回花見川区役所部会でございますが、募集要

項、管理運営の基準等の案に対しましてご意見をいただいた後、二つの施設を見学し

ていただく予定になっております。 

 今後の予定ですが、９月２７日に指定管理予定候補者の募集を開始いたしまして、

１１月１日から５日にかけまして指定申請書の受け付けを行う予定でございます。 

 次に、第２回の区役所部会でございますが、１１月２５日の木曜日に開催を予定し

ております。その際には、提案書の説明、ヒアリング、採点等を行いまして、第１指

定管理予定候補者を選定していただきます。 

 委員の皆様の今年度の会議は、以上となります。 

 その後、１月上旬に、第１指定管理候補予定者と仮協定を締結いたしまして、引き

継ぎ等を開始し、２月に開催予定の第１回千葉市議会定例会に指定議案を上程し、お

諮りいたしまして。議決をいただいた後、基本協定を締結いたします。 

 以上でございます。 

○司会  続きまして、「第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決

定事項」につきまして、ご説明いたします。 

○事務局  それでは、続きまして、７月１６日に開催されました第１回市民局指定

管理者選定評価委員会において、決定された内容について、ご報告いたします。 

 資料３－１、「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」をごらんください。 

 初めに、１の「会議の公開の取り扱い」についてですが、指定管理者選定評価委員

会の会議につきましては、公開を基本といたしております。募集条件、審査基準及び

指定管理予定候補者の選定に関する事項を審議する会議は、非公開とするものでござ

います。 

 また、会議の全部または一部を非公開とする必要がある場合における当該会議の全

部または一部を非公開とする旨の決定は、会長が行うものでございます。 

 次に、２の「議事録の確定」についてでございますが、議事録は、事務局が作成し

た議事録の案に対し会長の承認により決定するものとすること。 
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 また、その承認は、会長の署名により行うものとすること。 

 この規定は、部会を設置した場合における部会の会議について準用するものである

こと。 

 また、この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」とするこ

と。を規定するものでございます。 

 続きまして、資料３－２、「部会の設置について」をごらんください。 

 多くの選定を５人の委員で行うことは非常に困難であることから、部会を設け選定

していくこととし、市民・文化部会については、委員会の所掌事務のうち、市民部及

び生活文化部の各課が所管する施設に係るものに関する事項の審議に関することを所

掌事務としております。 

 以下、中央区役所部会から美浜区役所部会を設置することを決定いたしました。 

 花見川区役所部会については、「委員会の所掌事務のうち、花見川区役所が所管す

る施設に係るものに関する事項の審議に関すること」でございます。 

 また、２については、部会の議決をもって委員会の議決とするものでございます。 

 次に、資料３－３、「臨時委員の任期について」をごらんください。 

 臨時委員を置く場合の任期を２年といたしまして、ただし、委員の任期を超えるこ

とができない旨を定めたものでございます。 

 臨時委員の任期につきましては、具体的には、任期の始期については、各部会の第

１回の開催日からとし、終期につきましては、常任委員の任期の満了日と同一の平成

２４年７月１５日とするものでございます。 

 以上でございます。 

○司会  それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 なお、部会長が決定するまでの間、事務局が議事を進行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） 

 

○司会  それでは、事務局議事進行をお願いいたします。 

○仮議長  それでは、部会長さんが決まるまでの間、議事の進行をさせていただき

ます。座って説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議題１の「部会長及び副部会長の選出」を行いたいと思います。 

 部会長の役割といたしましては、花見川区役所部会の議長を務めていただくほか、

会議の招集、議事録の承認等、部会を代表していただきます。 

 また、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があったときは、その職務を代

理していただく役割でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、部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

の選定に関する条例第９条第２項」に基づき、互選により選出したいと思います。ど

なたか、立候補または推薦される方がいらっしゃいましたら、どうかご発言をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

○委員  立候補がいないようですので、部会長に委員が、副部会長に委員としたい

のですが、いかがですか。 

○仮議長  ありがとうございます。 

 ただいま、委員さんからお話がございましたが、そのようにお取り計らいして、よ

ろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、木頭委員さんに部会長を、そして、横山委員さんに副部会長

ということで、一括してご審議をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、委員、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長  まず、議長から確認しておきたいのですけれども、１２月８日の日は、現

委員が一日、いらっしゃるということでありますので。 

○事務局  今のお話でございますけども、今、１１月２５日で花見川部会を開催す

る予定で調整しておりますけども、ご都合がわるいですか。 

○議長  そうじゃなくて、１２月８日も何か。 

○事務局  いえ、１１月２５日と１２月８日、どちらかということで、調整をして

いたのでございますけども、委員さんの皆様のご都合がよければ、１１月２５日の一

日だけです。 

○議長  確認のため、尐し中断しました。 

 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。 

 議題２の「募集条件、審査配点等に関する事項について」ですが、先ほどご説明あ

りましたとおり、募集条件、審査配点等に関する事項の審議については、非公開に該

当しますので、議題２については、非公開とします。 

  それでは、事務局からの説明をお願いします。 

○事務局  それでは、花見川区役所所管のコミュニティセンターの募集に関するご

説明をいたします。 

 まずはじめに、幕張コミュニティセンターからご説明いたします。 

 資料４「花見川区幕張コミュニティセンター」をお開きください。 

 幕張コミュニティセンターの諸室の配置図でございます。 

 施設概要ですが、所在はＪＲ総武線幕張駅下車徒歩約１５分に位置し、住所は幕張

３丁目のこの場所にあります。 

 敷地面積は約４,２５０平方メートル、鉄筋コンクリート造り３階建てであり、体

育館を併設しております。また、２７台の駐車場を用意しております。 

 オープンは、昭和５４年４月でございます。 

 また、昨年度の利用者数は１１万２６１人でございました。 

 次のページからは、資料として、「千葉市コミュニティセンター設置管理条例」と

「千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則」を参考資料として添付してご

ざいます。 

 次に、資料４－１、幕張コミュニティセンターの「募集要項」について、ご説明申

し上げます。 

 この要項では、募集の趣旨や指定管理業務の内容、応募の手続、審査選定など、募

集の骨格を定めております。 

 そのうち、主な点についてご説明申し上げます。 

 まず、２ページをごらんください。 

 １に指定管理者募集の趣旨を定めております。具体的には、指定管理者制度導入に

係る経緯等が記されております。 

 次に、３ページをごらんください。 
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 ３の公募の概要ですが、管理対象施設、指定期間、業務の内容、選定の手順につい

て定めたものでございます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 ４の管理対象施設の概要ですが、「地域コミュニティにおける活動と連帯感の醸成

の場」であるコミュニティセンターの設置目的及び施設の概要等を定めております。 

 次に、５ページをごらんください。 

 ５として指定管理者が行う業務の範囲を定めたもので、各施設の貸出等の施設管理

業務や、保安管理、清掃、警備などの維持管理業務、事業計画書、事業報告書、事業

評価などの経営管理業務、また、設置目的や住民ニーズを反映した主催事業をはじめ

とした、自主事業について定めております。 

 また、続く６の市の施策等との関係ですが、市にかわって公の施設を管理する者と

して、市の施策を理解し、市と同様に実施することが必要なことから、市の施策に対

する協力、市内産業の振興、市内雇用等への配慮、男女共同参画社会の推進、環境へ

の配慮、災害時対応などを定めてございます。 

 次に、７ページをごらんください。 

 ７の指定管理者の公募手続ですが、説明会の実施から協定書の締結までの手続等に

ついて定めたもので、そのうち、(１)募集要項等に関する説明会については、説明会

において、過去の利用実績や清掃、警備に係る具体的な基準内容等の説明や参考資料

の配布を行うことから、応募者においては必ず出席することなどを定めたものござい

ます。 

 次の応募に関する事項につきましては、省略させていただきます。 

 １３ページの９、経理に関する事項をごらんください。 

 指定管理者の収入として見込まれるものや管理経費等について定めたもので、この

うち、今回導入したものとしましては、次のページ、１４ページの(４)利益等の還元

がございます。指定管理者は、利用料金収入、指定管理委託料及び自主事業による収

入が管理経費を大きく上回り、大幅な利益が見込まれる場合に、その利益の一部を市

に還元することを定めたものでございます。大幅な利益の額の還元方策等につきまし

ては、応募者に提案していただきます。 

 なお、大幅な利益の算定方法及び還元方策の基本的な考え方は基本協定で、その具

体的な算定方法、算定時期、還元方策、還元時期等は、年度協定にてその詳細を定め

ることとしております。 

 次に、１４ページの１０、審査選定ですが、１５ページに第２次審査の審査項目等

がございます。後ほど、別資料でご説明いたしますが、全庁で使用しております、標

準的なひな形に施設の特性を加えたものでございます。 

 続きまして、「提案様式等」について、ご説明いたします。 

 １７ページの次のページでございます。ページが書いてございませんが、様式集の

ひな形でご説明いたします。 

 この「提案様式集」は、指定管理者の指定申請書提出に当たりまして、必要な書式

を定めたものでございます。１の「指定申請書関係」として、「指定管理者指定申請

書」から「誓約書」までの１５種の様式を掲載しております。また、２の「提案書関

係」として、様式１号から３５号を提案書として、一式を必ず提出する書類としてお

ります。 

 そのほかに、説明会参加希望届から応募辞退届までの様式を定めております。 

 いずれも、９月２７日予定の募集開始時に市ホームページに公開する予定でござい
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ます。 

 続きまして、資料４－２、「管理運営の基準」について、ご説明申し上げます。 

 この「管理運営の基準」は、管理業務を指定管理者に任せる上で、市の公の施設と

して管理運営するための最低限の基準を定めたものとなります。 

 ２ページをごらんください。 

 １の「コミュニティ事業に関する管理運営の基準」については、「地域コミュニテ

ィにおける活動と連帯感の醸成の場」であるコミュニティセンターにおける運営のあ

り方などについて示したもので、「コミュニティ活動の場と機会の提供」や「情報、

相談、交流事業の実施」などについて、定めたものでございます。 

 次に、２の「施設の運営に関する業務の基準」でございますが、今回から、より多

くの方々に利用していただくために、基本要件として、「利用者サービスの向上や利

用率の向上及び施設の有効活用に努める」ことにつきまして明示してございます。ま

た、利用時間や職員の配置、使用許可、施設の使用受付、避難所の対応などを定めた

ものでございます。 

 ５ページの（６）「コミュニティセンター運営懇談会の運営補助」でございますけ

ども、コミュニティセンターの運営のあり方等につきまして、利用者や地域の代表の

方から意見をいただくために設置することとしたものでございます。 

 次に、３の「施設の維持管理に関する業務の基準」についてですが、施設の維持管

理に当たっては、市が指定する管理仕様書に従うほか、関係法令、市の基準等に従う

こととし、本施設のみならず、本施設周辺環境の維持向上に努めることについて定め

たものでございます。具体的な管理の仕様等は、説明会で説明及び参考資料の配布を

行うこととしております。 

 次に、８ページの４の「経営管理業務基準」についてでございます。事業計画書及

び事業報告書の作成や施設維持管理業務の実施計画、経営管理業務や事業評価、また、

毎年度、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の年度協定を

締結することなどについて、定めたものでございます。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

 ５の「その他業務」でございますが、管理体制の整備等や各種記録の保管、保険及

び損害賠償などについて定めたものです。 

 次に、１３ページの６の「自主事業」でございますが、指定管理者が自主事業とし

て、施設の設置目的及び地域住民のニーズを反映した主催事業を行うことと、その際

の留意点について定めたものでございます。 

 ７の「留意事項」でございますが、施設の運営や管理に係ること、また、モニタリ

ングや法令遵守などの諸事項について定めたものでございます。 

 以上が管理運営の基準のご説明です。 

 次に、審査の基準について、ご説明いたします。 

 資料４－３をごらんください。 

 先ほどご説明いたしましたが、募集要項１４ページに記載しております、第２次審

査の審査項目に審査の視点等を加え、より詳細に審査項目を定めたものでありまして、

１１月２５日の部会がございますけども、その際に採点を行っていただくものでござ

います。 

 一つの審査項目につき、基本的に５点を配点し、市として特に重要と考える項目、

８項目につきまして、倍の１０点を設定してございます。 

 １０点を配点いたしましたのは、利用促進、施設管理の執行体制、収入支出見積も
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りの妥当性、管理経費の低廉化、管理運営の基本的な考え方、モニタリングの考え方、

利用者サービスの向上、利用者支援の８項目でございます。 

 次の採点表をごらんください。 

 評価の方法でございますけども、５段階の絶対評価で、配点が５点の項目につきま

しては、３を普通とし、すぐれていれば４、非常にすぐれていた場合は５、逆に劣っ

ていれば２、非常に劣っていれば１といたします。 

 また、配点が１０点の項目につきましては、６点を普通といたしまして、すぐれて

いれば８、非常にすぐれていれば１０、逆に劣っていれば４、非常に劣っていれば２

として、採点していただきます。 

 合計点数は、１５０点満点になっております。 

 なお、資料４－４の「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者評価シ

ート」及び４－５の「千葉市花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者運営状況

確認表」は、現在の施設の管理の状況につきまして参考資料として、２１年度分を添

付させていただいております。 

 次に、資料４－６、「基本協定書」について、ご説明いたします。 

 協定書につきましては、設置者である地方自治体が指定管理者に業務を委任する上

で取り交わします、契約書に準ずるものであります。市と指定管理者の間で、委任す

る業務の細目的な事項について、両者の間で協定書を締結するものでございます。 

 協定書の内容は、公募要項、業務基準書、指定管理者が提出した提案書などの記載

事項をもとに、指定管理者候補として決定した後の協議を踏まえ作成されることとな

りますが、本日、ごらんいただいておりますのは、その基本となるものでございます。 

 この協定書は、詳細な業務内容などを協定書すべてに書き込むのではなく、必要な

項目については、別途、仕様書を作成いたしまして、添付することとなっております。 

 なお、今回、各部会で使用する協定書につきましては、指定管理者制度に係る庁内

の所管課であります「行政改革推進課」の作成した、千葉市版のひな形に沿って作成

しております。 

 続きまして、資料５、「畑コミュニティセンター」の施設の概要をご説明いたしま

す。 

 次のページをお願いします。 

 畑コミュニティセンターの諸室の配置図でございます。 

 裏が２階・３階の配置図になっております。 

 次のページの施設概要ですが、所在地は畑小学校に隣接しており、畑町にございま

す。敷地面積は約３,４４５平方メートルで、鉄筋コンクリート造り３階建てで、こ

ちらも体育館を併設しております。また、こちらは５９台の駐車場を、現在、用意し

ております。 

 こちらも昭和５４年４月の開所になります。 

 昨年度の利用者数は、５万５,７５２人でございました。 

 続きまして、資料といたしまして、「千葉市コミュニティセンター設置管理条例」

と「千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則」を参考資料として添付して

ございます。 

 次の資料５－１の「畑コミュニティセンターの募集要項」から、５－６の「基本協

定書」でございますけども、基本的には幕張コミュニティセンターと変わりがござい

ませんので、ご説明は割愛させていただきます。 

 最後になりましたが、資料６、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関す
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る条例」について、ご説明いたします。 

 本条例は、本年３月に千葉市条例７号といたしまして、４月１日から施行されたも

ので、指定管理者選定に関し、その趣旨、公募の原則、選定評価委員会への諮問など

を定めたものでございます。 

 長い説明になりましたが、以上でございます。 

○議長  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。 

○委員  ご提案者にお尋ねしたいのは、この資料４－１についてです。 

 この標準的なひな形からさっきの募集要項のご提示があると思いますけれど、変更

点についてお聞かせいただきたいと思います。 

○事務局  お答えします。変更点については、３ページ、標準的な行政改革推進課

のほうからひな形を示されていまして、変更したところは、公募の概要の日付ですと

か、あと、施設の概要等を変更いたしました。 

 あと、１４ページの配点表を変更、あと、配点内容、配点の項目ですとか、そのよ

うなところを直させていただきました。 

 あと、変更点については、特にございません。 

○委員  すみません、１５ページですか、２次審査をする、資料の４番の細目が書

いてある審査項目一覧表も、変更させているということですか。 

○事務局  さようです。 

○委員  すみません、先にお聞きしたいのですけど、施設の特徴あるいは地域とし

ての特徴というのは何か、この範囲から出るんでしょうかね。 

○事務局  地域性でございますけども、特に、コミュニティセンター、団地内であ

るとかいうことが、各場所によって違いますので、ここは団地と、それから普通の戸

建ての地域です。 

 それから、畑コミュニティセンターのほうは、比較的、戸建ての、田園のある地域

であるというふうなことぐらいで、特にほかにはないと思います。 

○委員  それに関しては、何かそういう特徴とかがあるわけではないんですね。施

設に何か特徴的な設備があるとかというわけではない。 

○事務局  施設につきましては、先ほどもご説明いたしましたけども、両方とも体

育館も併設しておりますね。コミュニティによっては体育館がないところもございま

すので、そのぐらいですね。 

○委員  何回もすみません、前回の公募の際の実績なんかは、尐し何件ぐらい応募

があったのか。 

○事務局  前回、ここのコミュニティセンターは５社、応募がありました。 

○委員  今おっしゃったのはここ。 

○事務局  ここだけです。 

○委員  畑では。 

○事務局  畑コミュニティセンターも５社です。すべて民間の業者でございます。 

○議長  議長から質問ですので、よろしくお願いします。 

 指定管理者に選定されている実績的な点で言いますと、千葉のマリンスタジアムが

結構多いような感じがするんですが、何カ所ぐらいの施設の指定管理者をやっておら

れるか。 

○事務局  コミュニティセンターに関しては、千葉市に１３施設ございます。１カ

所はあすみが丘プラザといいまして、尐し施設の違うところなんですが、１２カ所の
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うち５カ所ですね。ここの幕張コミュニティセンターと、中央区の蘇我コミュニティ

センター、あと、美浜区の、ここは一括募集になっておりますが、真砂コミュニティ

センターと、高洲コミュニティセンターと、中央コミュニティセンターという、市役

所の前にあります、あそこがマリンスタジアムのほうで指定管理を受けております。 

○議長  それから、ほかの指定管理者に選択された指定管理者は、いわゆる千葉市

の職員がそこに転籍した、そういうケースは結構ございますか。 

○事務局  ございません。マリンスタジアムだけです。 

○議長  だけですか。 

○事務局  はい、そうです。 

○議長  ほかにないようですから、最後に、議題３の「今後の審議予定について」

ですが、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  今後の審議の予定でございますけども、応募提案がそろいました後、１

１月２５日の予定でございますけども、第２回の花見川区役所部会を開催いたします。

そこで第１次指定管理予定候補者を選定いただくことになります。 

 なお、本日いただきましたご意見などありましたので、それは、今後、要項等に反

映いたしまして、再度、９月の公表、募集前に、委員さん方に個別にまた送付させて

いただきます。 

 以上でございます。 

○議長  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。 

○委員  次回、１１月２５日というふうに伺っておりますけれども、募集次第で、

今後の数次第ということになろうかと思いますけれど、５社ぐらいであれば、この２

５日の一日だけで審査は足りますか。 

○事務局  当日審査というのが最善でございますが。 

○委員  １２月８日に第２回区役所部会がありますが、あるいは、当日の拘束時間、

何時間ぐらいありますでしょうか。 

○事務局  今のところ、幕張コミュニティセンターと畑コミュニティセンターを一

括して、午前、午後になるかと思いますが、一日でお願いをしたいと、今のところ、

考えております。ですので、５社ですと、１０社になりますので、尐し厳しい、一日

お願いをする形になろうかと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長  議長で質問します。 

 もし、採点の結果、全く同じ点数だという仮定のことになった場合には、どういう

ことになりますか。 

○事務局  申しわけございません。想定はしてございませんでしたけども、過去の

経過を見まして、かなりの１５０点の細部にわたります点数でございますので、過去、

同数になったということはございませんでしたけども、再度、確認して、委員の皆様

にご報告したいと思います。 

○議長  その他、何かございますか。 

 

（質問なし） 

 

○議長  特にないようでしたら、これで終わりまして、皆様方のご協力によりまし

て、本日の審議はすべて終了しました。 

 ありがとうございました。 
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 それでは、事務局にお返しいたします。 

○司会  長時間にわたり、慎重審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２２年度第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会花

見川区役所部会を閉会いたします。 

 


