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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２回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１１月２５日（木） 午前８時４５分～午後５時００分 

 

２ 場所：花見川区役所 講堂  

 

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、小澤振興係長、荒巻主任主事、柳川主事、大貫

事務員 

 

４ 議題： 

（１）千葉市花見川区畑コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

（２）千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

（３）その他 

 

５ 議事の概要： 

（１）千葉市花見川区畑コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

   各申請者について、提案内容に関する申請者に対するヒアリングを行った後、委員に 

よる採点を経て、順位を決定した。 

（２）千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

   各申請者について、提案内容に関する申請者に対するヒアリングを行った後、委員に 

よる採点を経て、順位を決定した。 

（３）その他 

   今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 

 

６ 会議の経過： 

○司会  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。 

 お時間となりましたので、ただいまより、平成２２年度第２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会いたします。 

 それでは、初めに、資料の確認をさせていただきますが、資料では敬称を省略させていた

だいておりますので、ご了承ください。 

 配布資料は、本日の次第、席次表、スケジュール表、応募者一覧表、提案書、審査項目一

覧、審査採点表、以上をお配りしております。 

 おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせください。 

○事務局  採点表に関しては個別のお名前を記載してございます。畑コミュニティセンタ

ーが２枚、幕張コミュニティセンターが５枚、右上にお名前を記載させていただいています

が、お名前に間違いがないでしょうか。 
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○司会  なお、指定管理者申請書は事前に配布いたしましたが、本日お持ちでない方はい

らっしゃいますか。 

 また、参考資料１の提案書の写しはお持ちいただいていますでしょうか。 

 続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日の出席委員は、５名全員が出席しておりますので、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、会議は成立しておりますことをご報告いた

します。 

 それでは、開会に当たりまして、花見川区役所の地域振興課長よりごあいさつを申し上げ

ます。 

○花見川区地域振興課長 それでは、改めまして、おはようございます。 

 

（課長あいさつ） 

 

○司会  続きまして、会議の概要について、事務局よりご説明いたします。 

○事務局  では、本日、長時間にわたりご審議をいただくのですが、この進行について、

かいつまんでご説明をいたします。 

 畑コミュニティセンターについては、一つの共同企業体と１社の単独企業での応募がござ

いました。幕張コミュニティセンターについては、一つの共同企業体と４社からの応募がご

ざいました。いずれも第一次審査を書面で事務局で行った結果、不適格要件のいずれにも該

当しないことを七つの指定管理応募者には通知をしてあります。 

 まず、本日は、３０分間、一つの応募者に対して時間を与えてあります。まず、最初の１

０分間で説明の骨子等を指定管理応募者からしていただき、その後、２０分間、皆様のヒア

リングということで、計３０分間、時間をとらせていただきます。１社終わるごとにお時間

が１５分程度ありますので、採点をしていただければと思います。採点終了後、事務局のほ

うで回収をして集計をいたします。 

 なお、再度、もう１回採点をすることもやぶさかではございません。 

 その後、集計の後、皆様の意見交換をしていただいて、指定管理予定候補者を決定してい

ただきます。 

 畑コミュニティセンターが終わった後、幕張コミュニティセンターは５社あるのですが、

幕張コミュニティセンターの１社終了の後、昼食といたします。 

 なお、３０分以内ですので、３０分後の１分前になりましたら、こちら、事務局のほうで

お知らせをいたしますので、終了していただければと思います。 

 最後に、採点表なんですが、採点表の一番下、管理経費の低廉化の採点についてなんです

が、説明をいたします。 

 採点表の一番下、管理経費低減の（２）管理経費の低廉化の採点方法については、最低提

案価格を当該社の提案価格で割ったものに、採点値である１０点を掛けて点数化をいたしま

す。これについては、説明不足であったことをおわびいたします。一番最低金額に提案者の

５年間の合計金額を割って、１０で掛けたということであります。 

 その数字についてなんですが、事前に計算をさせていただきました。畑コミュニティセン

ター、Fun Space とオーチューの共同企業体なんですが、これが５年間の委託料が２億２，

１２６万１，０００円、アクティオが２億２，４６１万１，０００円となります。一番低い

ほうが Fun Space とオーチュー共同企業体の２億２，１２６万１，０００円、これを１０と

いうふうにしますと、アクティオはそれに２億２，４６１万１，０００円で割って、１０で

掛けると９．８５点になります。四捨亓入すると１０点ということになりますので、この二
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つについては１０点をあらかじめ記入をお願いいたします。 

 あと、幕張コミュニティセンターのほうですが、以上のような計算式に当てはめますと、

Fun Space・オーチュー共同企業体が２億１，５９６万１，０００円、千葉マリンスタジア

ムが２億３，３４２万１，０００円、アイング株式会社が２億１，１３６万６，０００円、

三菱地所藤和コミュニティ株式会社が２億５３５万６，０００円、株式会社京葉美装が１億

８，８１８万円となります。一番低いのが京葉美装の１億８，８１８万円なので、これを１

０といたします。 

 上記の計算方法を用いますと、Fun Space・オーチュー共同企業体が９点、点数は８．７

１３になります。千葉マリンスタジアムが８．０６１、四捨亓入しますと８点でございます。 

○部会長  その数字はこの採点表の中の。 

○事務局  一番下でございます。低廉化というところ、一番下でございます。そちらに点

数をあらかじめ入れておいていただければと思います。 

○部会長  入っているわけじゃなくて、入れておくということですね。 

○事務局  アイング株式会社が８．９０３、四捨亓入しますと９点でございます。三菱地

所藤和コミュニティが９．１６３、四捨亓入しますと９点。 

 再度、繰り返します。畑コミュニティセンター、Fun Space・オーチュー共同企業体１０

点、アクティオ株式会社１０点。 

 幕張コミュニティセンター、Fun Space・オーチュー共同企業体９点、千葉マリンスタジ

アム８点、アイング株式会社９点、三菱地所藤和コミュニティ９点、株式会社京葉美装１０

点となります。 

 ちょっと急いで申し上げましたが、ここまでのあれでご質問はございますでしょうか。 

○委員  先日、３段階、５段階評価ですが、そうすると、１０点の場合は二つ飛びという

ことだったのですが、１０点というのはよろしいのですか。 

○事務局  構わないです。 

○委員  一応、その間でも構わないですね。 

○事務局  構わないです。 

○委員  確認ですけども、きのうもちょっと問題になったわけですけれども、私どもがつ

ける１０点満点のほうは５段階で変わらないですよね。だから、奇数はつけれないというこ

とでよろしいのですかね。１０か、８か６か、４か、２じゃないといけないということです

よね。 

○事務局  この低廉化につきましては数値でございますので、計算式で出しておりますの

で、そのすぐれているとか、そういった抽象的な判断ではない、数字で判断をするというふ

うな見解でうちのほうはやっておりますが。 

○委員  ほかの項目は二つ飛びということになりますかね、１０点の場合。 

○事務局  そうです。 

○部会長  念のために、午前中のオーチューとの共同企業体とアクティオですか、その低

廉化についての数字を、この２社の採点が終わった段階で、もう一度、一応提示してくださ

い。 

○事務局  かしこまりました。それでは、お時間が参りましたので、順にヒアリングを開

始したいと思います。 

○事務局 まず、１社目、Fun Space・オーチュー共同企業体でございます。 

 

（Fun Space・オーチュー共同企業体 入室） 
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○部会長  このたび、花見川区畑コミュニティセンター指定管理者に応募いただき、あり

がとうございます。 

 それでは、ご出席者の自己紹介ということでお願いいたします。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  本日は、貴重なお時間をいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 それでは、Fun Space・オーチュー共同企業体の出席者の紹介をさせていただきます。 

 

（出席者の紹介） 

 

○部会長  どうもありがとうございました。 

 一応説明は提案書の内容のみとし、始めの１０分間で提案の骨子説明をしていただきます

が、残り時間１分前に事務局よりお知らせいたしますので、時間厳守をお願いいたします。 

 その後、２０分間、委員からのヒアリングを行います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  それでは、まず、提案の内容の説明をするに当た

りまして、私たち共同企業体の Fun Space とオーチューの紹介を簡単にさせていただきます。 

 代表企業の Fun Space は、指定管理事業の専門会社として創設され、現在、全国１７施設

を指定管理者として任されております。また、社の企業理念に社会貢献を上げるとともに、

そのスローガンに「パブリック・プライベート・パートナーシップで地域を元気にします」

を掲げ、全社一丸となって地域の活性化に取り組んでおります。 

 構成企業のオーチューは、昭和３８年創業、昭和６０年には千葉支店を開設しており、ビ

ルマネジメントシステムを専門に、コミュニティ施設、スポーツ施設を初め、複数の公共施

設の運営も行っており、住民サービスの向上と経費削減を目指し、地域社会に貢献しており

ます。 

 この２社が共同企業体を組むことによって、畑コミュニティセンター及び千葉市の発展に

向け、全力をもって取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、限られた時間の中ですので、今回は管理運営の基本方針、利用率の向上につい

て、そして、最後に、自主事業について説明をさせていただきます。 

 まず、管理運営の基本方針について、ご説明いたします。 

 提案書の６ページをごらんください。様式第２号のほうをごらんください。 

 私たちは、千葉市が設置する稲毛区長沼コミュニティセンターの指定管理者として、地域

サークル及び地域社会と連携した取り組みを行ってきた経験があります。この経験をもとに、

畑コミュニティセンターにおいても、元気な地域づくりのコーディネーターとして、花見川

区及び畑地域の地域コミュニティ活動の活性化に貢献していきたいと思っております。 

 管理運営の基本方針としまして、１つ目に、日ごろから積極的にコミュニティ活動を行っ

ている人だけではなく、コミュニティ活動に参加する機会の尐ない人も含め、すべての市民

の方が活動に参加する場と機会を提供できるようにしていきます。特に利用しやすい施設運

営を目指して、いつ来ても安心・安全、快適にご利用いただける状態を保ち、利用者の方に

気持ちよく活動していただくことを心がけます。 

 ２つ目に、コミュニティ活動のきっかけをつくり、みずからの主体的な活動として、技能

を取得したり、向上させたり、想像力を高めていけるような事業や、市民の主体的なコミュ

ニティ活動を一層促進していくような支援を多面的に行っていきます。 

 具体的には、地域サークルの創出と利用促進として、地域内外の人や物、イベントなどの

情報を的確に収集し、それぞれの活動に役立ててもらえるような形で提供することで、地域
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サークルや利用者の活動を支援していきます。 

 ３つ目に、市民みずからが事業の企画運営の主体となることができるよう、専門知識の会

得の機会を設けるほか、施設運営において市民の参加を促進し、市民との協働を進めること

により、地域コミュニティの振興を市民みずからが主体的に進めることができる人材の育成

に努めていきます。 

 具体的には、地域コミュニティ活動の支援として、地域内には子育て、高齢化、防災など

のさまざまな課題があります。こうした地域内の課題に対して積極的に取り組み、解決策や

対応策を考える地域サークルの創出を支援します。 

 また、畑コミュニティセンターを起点とした地域のつながりを重視し、住民の皆さんが地

域内のさまざまな課題に主体的に取り組み、元気な地域づくりを行っていただけるような地

域内のネットワークづくりを積極的に支援します。 

 以上、私たちは、５年間の管理運営を通して、地域づくりコーディネーターとして地域の

人たちと触れ合うことにより、地域の課題を的確にとらえ、畑コミュニティセンターを起点

した地域づくりに貢献をしていきます。 

 それでは、２つ目に、利用率の向上について、ご説明をいたします。 

 様式の第１５号、３４ページのほうをごらんください。 

 利用率の向上については、施設全体のＰＲとして、自主事業の実施やパンフレット配布、

ホームページ、市政だよりの掲載などを通して、宣伝広告を継続的に行っていきます。 

 ３４ページの平日平均稼働率の推移グラフから、稼働率の低い部屋を利用した自主事業を

実施し、地域サークル組成を積極的に支援します。特に元気な地域づくりの足がかりとなる

ように、アンケート調査等の分析により、地域のニーズを的確にとらえた自主事業を実施し

ます。 

 畑コミュニティセンターは、建物が古く、老朽化しているところはやむを得ませんが、私

たちの運営によって快適な空間をご提供いたします。大幅な改修、修繕を行うことはできま

せんが、ディスプレーの変更、清掃など、細やかな心遣い、スタッフの対応など、おもてな

しの心によって、利用者が快適に過ごせるようにすることで、リピーターや新規利用者の獲

得につなげていきます。 

 また、３６ページのほうをごらんください。 

 様式第１６号になりますけれども、新たな取り組みとしまして、畑プレス、広報紙を毎月

発行したり、キャラクターを募集して、施設を身近に感じてもらいます。 

 また、施設のリピーターを確保するために、職員の接遇研修や、四季折々の装飾など、利

用者にとって快適な空間をつくり出していきます。 

 それでは、最後に、自主事業についてご説明をいたします。 

 様式の第２２号、５１ページのほうをごらんください。 

 自主事業は、運営方針と一貫したコンセプトで展開をいたします。自主事業は、その事業

を実施することにより、施設の利用者が増加するとともに、施設機能の最大活用と元気な地

域づくりへの貢献を実現するために行います。大きなテーマとして、食、子供、高齢者、障

害者、交流、文化、環境、防犯・防災の八つを掲げ、地域の課題とニーズに照らし合わせな

がら実施をしていきます。 

 また、自主事業を通して、新規の地域サークルの立ち上げや、元気な地域づくりの一端を

担う人材の発掘、育成も行い、地域の人がみずから地域のことを考え、地域の課題に取り組

める仕組みづくりをしていきます。 

 以上、簡単ではありますけれども、提案書の内容説明とさせていただきます。 

○部会長  ありがとうございました。 
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 それでは、質疑応答ということで、委員の方から何か質問はございますか。 

○委員  総論的な話でちょっとお伺いします。 

 様式１、２に関連する話ですけれども、民間企業である御社と、市との関係について、御

社のスタンスというか、市に対するスタンスをどういうふうにお考えなのかということを教

えてください。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  すみません、もう一度、趣旨がちょっと理解でき

ませんでした。 

○委員  指定管理者というのは民間の企業ですね。こういう市の制度だということになっ

ておるんですけれども、民間企業である御社と市との関係で、どういうスタンスで関係を築

いていくのか、そういうことをお尋ねしたいと思います。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  ３ページ、様式の１のほうの図を見ていただきた

いと思うのですが、基本的に私どものほうでは、千葉市との中で、パートナーシップ、協働

でつくり上げるというふうな施設を考えております、パートナーとして。それで、私ども、

千葉市から、この設置と資産を貸していただきまして、これを私どもが運営するのですが、

それに関して、千葉市の設置条例を守り、そして、その目的を達成すると。基本的には住民

の福祉を増進するということです。これに対して、私どもは指定管理者の協定書の目的に沿

って、設置目的の実現、サービスの向上、財政負担の軽減を提供するというふうな契約関係

にあると認識しています。 

○委員  特に市民目線という観点からはどうでしょう。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  例えば運営のことを考えますと、職員は民間企業

の者でありますけれども、半公務員的な立場から、公共施設を預かっているという視点に立

ちまして、利用者にサービスの向上を目指して提供していく、そのような観点で運営をして

おります。 

○委員  逆に、市に対して政策提言とかを行う、そういうご予定はないでしょうかね。要

するに、全く市の立場でやるなら、わざわざ民間企業を登用する意味がないですよね。逆の

ことをちょっと伺いたいです。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  例えば政策提言まではいかないかもしれませんが、

私ども、指定管理者の業務の業績把握とか測定方法、そういうことに対しては、十分な今後

はコミュニケーションが必要かなと思っております。これが一番大きいなと思っております。

測定方法ですね。 

 それから、例えば、今現在で、大変千葉市のあれなんですが、３年ごととか、何年ごとで

ローテーションが変わりまして、コミュニティ専門、文化の専門という方がなくなりますの

で、スペシャリティーというんですか、専門の領域は民間のほうで情報または技術を提供す

るという役目があるかなと思っております。 

○部会長  私のほうから、３３号様式、収支予算書ですね。ここで、いずれの年度でもい

いですが、総括表の１の収入の合計と、それから、支出の合計という金額がイコールであっ

て、御社のいわゆる利益というものがどこに入っているのか、それをちょっと確認したいと

思っております。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  私どものほう、基本的にこの書式において、これ

は予算書というふうなことよりも、計画、目標というふうなとらえ方をしております。それ

で、長沼コミュニティでも構わないですが、これの収入を増やしまして、支出をした中で、

これがプラスマイナスになるわけですね。ですので、ここに対して利益が出るというふうな

形が今までもありましたので、ですから、一応プラスマイナスゼロというふうな形でスター

トを切っておりますが、この中で利益が出る場合は還元という形で考えております。 
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○部会長  改めて、そのある程度、利益を予測しているという、その視点というのはない

ですか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  基本的にプラスマイナスゼロというふうな形で考

えております。 

○委員  関連して、もしその差額が出てくる可能性があるとすれば、自主事業の部分なん

でしょうか。自主事業の収入から自主事業経費を引いた部分というのを想定していらっしゃ

るんでしょうか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  この自主事業を含めた全体の収支という形でしょ

うか。それとも、自主事業を別個の形の。 

○委員  そうですね、上の指定管理委託料というのはもう決まっているはずですよね。料

金収入というのは除いてくると思うので、利用料金収入というのは、たくさん努力をされて、

たくさんの方にご利用いただくようになると、ここは増えてくるかと思うのですが、これは

利用者負担という、受益者負担という考え方から導入されたものなので、ここから利益を上

げるというのはなかなか難しいのかなと考えますと、残りの収入というのは自主事業による

収入しか、この欄にはなくて、そうすると、結局、ここの自主事業で収入を得た分でその自

主事業の経費を抑えていって、そこの差額が収益になるのかなと思いまして。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  自主事業自体は、やっぱりプラスマイナスゼロで、

参加費で賄うというスタンスでいますので、利益が出るということはまずないです。むしろ

赤字になることのほうが、参加者が尐なければ赤字になるということが多いので、そこで利

益を生むということはまずないと思います。 

○委員  そうすると、主としては、利用料金の収入を上げていってということですね。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  そうですね。 

○部会長  それに関連するのですけれども、自主事業じゃなくて、１番の管理運営費を節

減して、ある程度の利益を生み出すと、そういう考え方はございますか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  コミュニティ施設の場合は、いろんな形で収入よ

りも、この支出を同時に、効率化によって下げるというふうな形が向いているという、今ま

での経験では感じております。 

○委員  関連して一つ、人件費、それなりのパーセントを占めていますね。いろいろな方、

この中で、それぞれの人件費の個別に積算されていますね。それには、いわゆる職員に支払

う給与のほかに、何かいろんな経費に伴うそれぞれの問題というのは含まれているのですか。

例えば社会保険費用だとか、いわゆる将来的な管理費用は見込んでいるのですか。これに入

って。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  見込んでいます。 

○委員  それでは、続いてもう一つお聞きしますけれども、この予算書の中の明細のほう

で、事務管理費というのがかなり高額に積算されているのですが、これはどんな内容のもの

なんでしょうか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  これは一言で言うと、本社の経費という形、事務

にかかわる経費になります。 

○委員  具体的にはどんなことを想定されているのですか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  請求書の支払い、通帳管理とか、共同企業体です

ので、その企業体の経理関係の処理です。 

○委員  かなり年間３７８万入っていますので、月にしたらかなりな額なので。 

○委員  今の人件費に関連ですけど、ここは共同企業体ですが、いわゆる人の採用等につ

いては、どちらが責任を持って採用されるのですか。 
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○Fun Space・オーチュー共同企業体  さきにお答えさせていただきましたが、基本的に

Fun Space のほうが責任を持ってやるというふうなのが主体です。ただ、ビルメンテナンス

の部分に対してはオーチューさんという形になりますが、基本的には、雇用責任は代表企業

である Fun Space が持ちます。 

○部会長  本社費というのは、直接費と間接費に分けた場合には、間接費の費用配分とい

うような感覚でございますか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  現実の問題として、経理業務、決算業務、それか

ら財務の出納業務、それがメーンなんですが、ですから、そういう意味では直接業務の話、

これが本社でやっているのか、現地でやっているのか。それから、そのほかの事業報告書等

もしておりますので、そういう意味では本社の管理費というふうな形ですが、大体７割から

８割は直接の経理及び財務と報告書に伴う費用というふうに考えております。 

○委員  先ほど、人件費の関係でちょっとお話が出ておったので、様式３３号関係と、１

８号の関係で伺いますけれども、非常に人件費が高い、３，０００万近くになっております

けれども、御社として、１８号様式のほうで人員配置を見ますと、ちょっと漠然とした印象

なんですけれども、人員配置、人数が多いのではないかなという気もするのですが、必要な

人員配置だとお考えだということでしょうけれども、何か具体的な根拠があって、こういう

人数の配置にしたということですか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  これは、今現在、長沼コミュニティセンターを管

理させていただいております。これをもとにさせていただいております。責任者が必ず一人

常駐するような形にしておりますので、施設長、副施設長２名、これは常に現地にどの時間

帯でもいるようなシフトを組むためには、このようなシフトを体系にして管理をしている次

第です。 

○委員  あとは、実際の事務担当であるとか、受付担当の方々ということだと思うのです

けれども、他と比較すると、若干多いかなという気もするんですね。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  ローテーションで回しますので。 

○委員  １４ページの配置を見ておりますので、要するに、各時間帯なんですけれども、

それを踏まえて、ちょっと多いなという印象があるんです。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  反対に、パートで働いている主婦の方とかいろい

ろあって、年収制限とか、それから家庭の事情、いろいろなこともありますので、ある程度、

多く確保しておくということが、安定してできるというふうな形でしております。 

○委員  延べ人数は多くても構わないと思いますけれども、実際に各時間帯にいらっしゃ

る人員の数が多いのではないかなと、そういうことです。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  まず、事務の受付のパートと、あと、図書室の受

付ということで分かれているのですけれども、ＡからＦ、こちらのほうが事務のほうの受付

担当でありますと。ＧとＨが図書室の受付のほうを回すというような形になっております。 

○委員  既に長沼のほうでなさっているということで、長沼は新しい施設、きれいで、何

もないところからサークルの方を呼んできて、そこで活動してもらえるようにということで

取り組みをなさってきてこられたと思うのですけれども、畑のほうは歴史も古くて、既にも

う長年、ここを利用していらっしゃる方がいらっしゃると思うんですね。その長沼とは全く

違った観点で、その施設の利用率を上げていく、あるいは、今、使っている人がいる中で新

しい活動をされる方をどういうふうに入れるのかというところがあると思うのですけれども、

畑で行っていく場合に、どういうふうなスタンスで、長沼と比較してどういうようなスタン

スでやっていくのか。畑はこういうところが課題なので、そこの対応策としてこういうこと

をやっていくと、そういうところがございましたらお聞かせいただきたいと思います。 
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○Fun Space・オーチュー共同企業体  まず、先ほどお話があったように、畑のほうは３

０年以上、歴史のある施設です。立地条件からしましても、非常に長沼とは似ておりまして、

駅から遠いところにあります。恐らく地元住民の方がかなり利用されている施設だと思うの

ですけれども、３０年の歴史でも必ず人の入れかわりはあると思うんですね。昔、３０歳の

人だった人は、今、５０歳になっています。ですから、そういった人の入れかわりはあると

思うので、恐らく、最終的にやりたいことは、地域の課題はまず何かということを、多分今

回は、来年度から千葉市が実施される運営懇談会があると思いますけれども、そういったと

ころを通して、まず地域の課題、自治会の会長さんなんかともコミュニケーションをとらせ

ていただいて、地域の課題とか、ニーズとかをまず把握したいと思っております。 

 その上で、私たちがしたい自主事業というのは、具体的には、先ほどちょっと説明させて

いただきましたけども、ページ数で申しわけないですが、５２ページの様式第２２号、特に

３０年の歴史があるというところからすると、どこの地域もそうかもしれませんけども、高

齢化という問題が必ずあると思うんですね。例えばひとり暮らしで、今、暮らしている高齢

者の方、かなり孤独でいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。そういった

方々が、例えばコミュニティセンターを拠点として、いろんな自分と同じ境遇にある人たち

と出会い、コミュニケーションをとっていただきたい、そういうことも考えております。そ

ういったところ、高齢者というところにテーマを掲げておるのですけども、一つは元気な地

域づくりということをテーマにしているところは、体だけではなくて、心も元気になってほ

しい。それがコミュニティセンターが持っている、ある意味、使命だと思っているんですね。

ですから、ここに掲げたテーマというのは、ただカテゴリーで分けたわけではなくて、あく

まで手段であって、最終的にはコミュニティセンターが人と人とを結び合わせるというか、

縁を結ぶというか、そういった拠点として事業を展開したいと思っています。なるべくなら

ば、地域の方がボランティアで、資料でも、積極的に何か技能を持っている方は参加してい

ただいて、地域の方がまず主体となって、事業を展開していって、一つのコミュニティを形

成していただきたいと。それが地域づくりであり、あるいはまた、広く言えばまちづくりだ

というふうに思っております。ですから、主体的な活動をできるだけ私たちは支援していき

たいというふうに思っております。 

 具体的というと、子育てもそうだと思いますし、とにかく地域性がちょっとまだはっきり

わかっていないので、あれなんですけども、子育てであれば、やはり近くに親がいなければ、

孤独に子育てをする場合もありますから、そういったコミュニケーション、ネットワークを

つくるためには、子育て支援、子育て中の親御さん方が参加できるように事業を展開してい

ってやっていきたい、そのように思っております。 

○委員  短所についてはどのように。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  畑コミュニティセンターですかね。やっぱり老朽

化しているという部分においては、長沼と比べると、見た目にはいろいろ建物自体はあると

思うんですね。ただ、それは建物をどうするかではなくて、そこに来る人々をどうするかと

いうところに焦点を当てたいと思っています。ですから、古いなら古いなりに、私たちが、

例えばディスプレーでも、お金をかけずに、例えば職員が自分の家に咲いている花を、例え

ば受付であり、いろんなところに生けていくとか、あとは、地域の方が、例えば敬老の日と

かでしたら、子供さんがおじいちゃん、おばあちゃんの絵を描いたのを飾ってあげるとか、

そういったことで、地域の人たちが集いやすいような空間をつくりたいと、そういうふうに

思っております。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  追加して、今の短所というあたりで、私ども、オ

ーチューさんと一緒に美浜文化ホールも運営させていただいています。その中で、千葉市の
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ジャズフェスティバルとか市民オペラというのは長い歴史がありまして、そうしますと、長

いことになりますと、硬直化するというふうな傾向になりまして、知っている人だけがやっ

てしまうと。多分、畑コミュニティセンターも、やはりそういうふうなことに新風を送り込

もうと。新しい風を送り込むというふうな形のことが必要なんじゃないだろうかと思ってお

ります。 

○部会長  それでは、ほかに何かございますか。 

○委員  先ほど、地域性について言及されたことがありましたけれども、余りよくわかっ

ていらっしゃらないということもおっしゃっておりましたけれども、今現在、この手を挙げ

る段階で、このあたりの地域性をどういうふうに把握されているのか、教えてください。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  もしも、畑コミュニティセンター、私ども、この

美浜文化ホールの対象地域が美浜区と花見川区になるんです、対象地域が。そして、比較的、

花見川区の方も来ております。それで、千葉市の６区ある中では、比較的新しい世代の方が

住んでいるところというふうな認識、それから、行動も活発であると、ほかと比べてという

ふうな形は感じておりました。 

○委員  畑の地域性で感じたものは。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  畑の地域性、やっぱり先ほど言ったように、まず、

立地条件は、長沼と同じような立地条件であるという、つまり、先ほど言いましたけども、

駅から離れているところである。地域性としては、年齢層的には、比較的高齢化が進んでい

る地域なのかなという印象を受けております。利用される方は、アクセスがやっぱり悪いで

すから、電車、バス、そういったものを使うよりかは、近くの方があそこに集う、そのよう

な地域性があるのかなと感じております。 

○委員  確認ですけども、美浜文化ホールというのは検見川浜のですよね、今おっしゃっ

ているのは。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  検見川浜にあるんです。 

○委員  あそこの地域性と似ているということですか。 

○Fun Space・オーチュー共同企業体  あそこのほうは物すごく新しくできたところです

ので、ここよりはずっと団地族とか、新しい団地族というんですか、それよりは向こうのほ

うが若い世代が多いです。 

○部会長  それでは、時間となりましたので、これで終了させていただきたいと思います。 

 なお、選考結果につきましては、本年１２月下旬にご通知する予定でございます。 

 どうもありがとうございました。 

 

（Fun Space・オーチュー共同企業体 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  ２社目は、アクティオ株式会社でございます。 

 

（アクティオ株式会社 入室） 

 

（アクティオ株式会社のヒアリング部分については、その公開について当該応募者と協議中

のため、現在公開しておりません） 

 

（アクティオ株式会社 退室） 
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（採点） 

 

○事務局  それでは、点数を発表させていただきます。 

 ①アクティオ株式会社、合計点が５９７点、平均が１１９．４、 

 ②Fun Space・オーチュー共同企業体、合計点が５３６点、平均が１０７．２、 

でございます。 

 それでは、部会長、選定結果についての進行をお願いいたします。 

○部会長  一応これらの結果になったんですけれども、何かご意見はございますか。 

 もし、何もないようでしたら、一応この畑コミュニティセンターの、来年、２３年度から

であります５年間の指定管理者をアクティオさんに決定させていただきたいと思います。 

○事務局  第１順位と第２順位ということがありますので。 

○部会長  ちょっと今、間違えまして、第２順位を確定させなければいけないということ

で、二つありますから、アクティオさんを第１順位とすれば、当然のことながら、Fun 

Space・オーチュー共同企業体が第２順位ということになります。 

 それから、選定理由のまとめですか、これは事務局のほうでお願いいたします。 

○事務局  委員さん方で、よろしければ、部会長、アクティオさんと Fun Space・オーチ

ュー共同企業体を比べるというか、アクティオさんがいいところがあったら、個別にご意見

をお願いします。 

○部会長  一つは、私が気づいたんですけれども、障害者に対する雇用を配慮していると。

それと、尐しの差ですけれども、収支見積もりのほうが若干安くなっていると。 

 ほかにございますか。 

○委員  自主事業の提案力は抜群だと思います。そして、地域の状況も、今なさっている

ということで、よく把握されていると思います。限られた施設を最大限生かそうというよう

な姿勢が見られ、収支の２社で大きな差がなかったですし、先ほど、お使いになっている委

員さんから、今、施設の状況は非常に温かい形とお伺いしましたので、この結果でよろしい

かと思います。 

○委員  特に甲乙つけがたいというような感じがしないでもないですけど、やはり、どち

らかというと、今までやってきた実績というものがアクティオさんにはあって、それから、

このような提案内容に厚みがあるという感じがしますね。妥当じゃないかと思いました。 

○委員  私のほうの現状を申し述べますと、私、きょう、評価する幕張、それから畑、両

方のコミュニティを時々使わせていただいていますけど、先ほど来、ちょっと出ましたけど、

雰囲気として、いつも明るいところだなというような印象があります。 

 それと、担当なさっている皆さんの説明の中では、畑という地域の特殊性を非常に言葉で

表現されているのがいいなと思って、きれいごとじゃなくて、悩んでいるところ、こうした

らいいなというのが十分把握されているのじゃないかと、そのような印象を受けました。恐

らく５年間、またやっていただいても結構じゃないかと、このように感じます。 

○事務局  時間になりました。 

 本来ですと、ここで休むのですが、ちょっと時間的に都合がありまして、幕張コミュニテ

ィセンターの指定管理の応募者のヒアリングを１社のみ、午前中に行いたいと思います。 

○事務局  それでは幕張コミュニティセンターの選定のヒアリングに移らせていただきま

す。 

 それでは１社目、Fun Space・オーチュー共同企業体でございます。ご審議のほど、お願

いいたします。 



12 

 

（Fun Space・オーチュー共同企業体 入室） 

 

 

（Fun Space・オーチュー共同企業体のヒアリング部分については、その公開について当該

応募者と協議中のため、現在公開しておりません） 

 

（Fun Space・オーチュー共同企業体 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  それでは時間になりましたので。 

では幕張コミュニティセンターの２社目でございます。株式会社千葉マリンスタジアムの

ヒアリングの方をお願いいたします。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 入室） 

 

○部会長  本日は花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者に応募いただきましてあ

りがとうございます。 

それではご出席者の方の紹介と提案内容の説明をお願いいたします。なお説明は提案書の

内容のみとし、始めの１０分間で提案の骨子説明をしていただきますが、残り時間１分前に

事務局よりお知らせいたしますので時間厳守をお願いいたします。なおその後２０分間、委

員からのヒアリングを行います。 

それではよろしくお願いします。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それでは千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの

指定管理者応募に際しまして、このような機会を設けていただきましてまことにありがとう

ございます。 

それでは出席者の紹介をいたします。 

 

（出席者の紹介） 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それでは座って説明させていただきます。 

 それでは私から今回の提案内容の基本的な考え方について、ご説明させていただきます。 

まず初めに提案書の１ページをお願いいたします。公の施設の管理運営のあり方について

でございますが、３行目にコミュニティセンターの設置目的でございます地域コミュニティ

における活動と連帯感助成の場を踏まえ、市の指針に即した適切なサービスに基づき住民福

祉の増進と公共の利益のため、住民ニーズの平等かつ効率的・効果的な表現が欠かせないこ

とを常に念頭に置いて運営を行います。なお当社につきましては長年にわたり多くの公共施

設の指定管理者としても実績がございまして、また第三セクターとして中立的立場において

設置目的の実現のため、コスト軽減をはかりながら市民の生活スタイルや考え方の変化に応

じた利用者に役立つ管理のあり方を常に検討して運営してまいります。 

２ページ目をお願いいたします。地域活性化に寄与することということの考え方でござい

ますが、市民が主役となった地域活動拠点の下から５行目でございますが、市民のニーズに

応じたソフトコンテンツの充実が地域の活性化を推進するものと考え、楽しむ・学ぶ・創造
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することを表現していく場、地域のシンボルとなるような施設の形成・情報収集・情報発信

やネットワーク化の拠点施設となるよう効果的な施設の運営を図っていくことが地域活性化

に寄与するものと考えております。 

 続きまして４ページをお願いいたします。コミュニティ活動の推進についてでございます

が、できるだけ多くの市民が参加できる機会を提供しなきゃならないと私どもは考えており

ます。そこで真ん中の絵の下の３点でございますが、まず１つ目は施設全体を中心としたに

ぎわいづくり。コミュニティ祭りを主催し、市民の交流の機会を創出するとともに、ほかの

施設とも連携し、にぎわいづくりに貢献いたします。２つ目が身近に触れる文化振興の拠点

でございまして、地域の文化活動の中心的な役割として鑑賞・練習・創作・発表のきっかけ

づくりと支援など、身近な文化振興の拠点づくりを図ります。最後に３点目でございますが、

広く網羅した情報ネットワークの窓口ということで、個人・団体の活動情報や周辺施設の情

報などを初め、当社の管理運営する多数の施設の情報や自治体が実施する祭事、コミュニテ

ィ事業に関する施設情報など、幅広い分野に対する情報窓口として機能いたします。 

 ５ページ目をお願いいたします。公の施設の管理に関する業務実績ということでございま

すが、まず初めに千葉マリンスタジアムの施設管理でございます。平成４年４月からプロ野

球のフランチャイズ球場として千葉ロッテマリーンズとともにプロ野球の開催に関する業務

全般を行い、その一方で公の施設として市民企業運営、また大型コンサートや各種イベント

の誘致や開催・運営などを多く実施いたしました。現在は指定管理者、株式会社千葉ロッテ

マリーンズより施設管理全般を受託して業務を行っているところでございます。 ２番目が

千葉市文化交流プラザの指定管理者でございます。平成２０年４月より千葉市文化交流プラ

ザ、ネーミングライツによりまして京葉銀行文化プラザの指定管理者として管理を行いまし

て、会議場から宴会場、レストラン、飲食部門を初め、３階・４階の音楽ホールや８階・９

階・１０階のスパ＆フィットネスの管理運営などを直営で行いまして、市民サービスの向上

に努めておるところでございます。 

 ６ページ目をお願いいたします。コミュニティセンターの管理実績でございますが、市内

５施設、一部施設の指定管理者として平成１８年４月から現在まで指定管理者として、市民

の憩いの場であり、また余暇活動や交流の場であるコミュニティセンターにおいて千葉市の

指針や事業計画等に沿った施設維持管理、管理業務、自主事業等を適切に履行し、施設の管

理運営とサービスの向上に努めているところでございます。今後とも経験と実績を十分に生

かしながら日々業務の改善を心がけ、管理能力をさらに向上させ、コミュニティセンターが

長年にわたり市民に愛され、市民のための施設となるよう、安全で楽しく活気ある施設の実

現に最大限の努力をしてまいりたいと思っております。 

 尐し飛びまして２３ページをお願いいたします。２３ページにつきましては管理運営にか

かわる収入が一定金額を上回った場合の還元についての考え方でございますが、利便性の向

上とステータスアップのところでございます。ちょうど２行目でございますが、得られた収

入をもとに常に利用者の利便性の向上に資する施設の改善を図り、市民にさまざまな形での

活動の場を提供するなど、年間を通じて利益の還元を行うべきと私どもは考えております。

なお事業計画を超える大幅な利益が発生した場合は千葉市と協議の上で貸し出し備品の充実、

利用による施設の务化、特に床とか壁などの修繕で常に清潔感のある快適な空間の提供、ま

た子育て支援や尐子高齢化に配慮した施設の充実なども当社の費用で行うことにより利用者

の利便性の向上、またひいては千葉市の財政負担の軽減を図っていきたいと思っております。 

 最後に利用料金収入と管理運営経費の総括でございますが、飛びまして６０ページをお願

いいたします。提案書様式３３号の、いわゆる収支予算書の総括表でございますが、これに

つきましては収入と歳出の積算根拠は５４ページから５９ページに記載されております。指
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定管理者委託料は平成２１年度決算よりなるべく尐なくできるよう、歳入においては適正な

利用料金収入を見込んでおります。また支出の管理運営委託料につきましては、人件費にお

きましては特に平成２３年度から５年間据え置きにし、事務費においても平成２１年度決算

よりも約３．２％から４．３％ぐらいの伸びに抑えたところでございます。 

 以上で私からは提案内容の基本的な事項について説明をさせていただきました。よろしく

お願いいたします。 

○部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは委員の方からご質問があればお願いいたします。 

○委員  総合的なものを伺いますけれども、様式１・２の関連で、民間業者である御社が

指定管理を行うことについて、どういう意味であるのかということを再度ご説明いただけれ

ばと思います。特に民間業者であるということにポイントを絞って伺いたいと思っているん

ですけれども。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  まず私どもは第三セクターという立場に立っておりま

すけれども、千葉市の支出が４５％の出資会社です。ただ、そうは申しましても千葉マリン

スタジアム、それからコミュニティセンター、すべて千葉市からの財政負担、特に補助金と

かそういうものをいただく中で営業しているのではなくて、みずからの収入をもって、管理

運営費でやっております。特に京葉銀行文化プラザというのは一切の収入は千葉市からの委

託料なしで、すべての収入を賄って管理運営費でやってございます。そういう意味では準民

間、民間企業の発想を持って管理運営を行ってまいりたいと思います。それでまたこういっ

た公共施設を指定管理者という立場で管理運営させていただいておりますけれども、過去５

年間において当社が持っていた備品関係、それから当社が持っていた民間とのチケット販売

ですとか、そういったものも全部私どもで、千葉ロッテマリーンズさんから請け負って行っ

ていたものですから、すべて民間という意識の中で活動しておりました。それをもって今現

在コミュニティセンターも運営しておりますので、特に民間だから、第三セクターだからと

いう意識を持って活動したことはございません。 

○委員  ありがとうございました。 

○部会長  過去の問題なんですけれども、千葉市からの出向者を受け入れていた時期があ

るというふうなことを伺っていますが、そのことと６ページにある６つのコミュニティセン

ター、この指定管理者になったということの関連性があるのかどうか、ちょっとその辺を伺

いたいんですが。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  この６つの施設は平成１８年にちょうど指定管理者委

託制度ができて、やはり同じように公募で応募させていただきました。同じようにヒアリン

グも受けて、当時も一ヵ所について６社から１０社ぐらいの応募者があったというように記

憶しております。また採点表も公表されておりましたけれども、その中できちんとした形で

審査させていただいて、私どもが指定管理者として選ばれたというふうに認識しております。 

○部会長  そのときの指定管理者選任委員会の委員としては市の関係者が多かったんです

か、それとも本当に一般の方だったんですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  当時の私どもが、全部がヒアリングを受けさせていた

だいたわけではなくて、これとともに１０ヵ所ほど指定管理者の提案書を出させていただき

ました。そのうち３ヵ所のヒアリングを受けさせていただいたときには、会長というか、審

査委員長の方は市の方だったわけです。そのほかにコミュニティセンターの運営委員会の会

長さんですとか、自治会の会長さん、そういった民間の方も入っていらしたというふうに記

憶しております。 

○委員  今、幕張を運営されていると思うんですけれども、今回の収支予算書を作成され
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るに当たって、様式３３号なんですが利用料金収入を新たに導入なさっています。それを踏

まえて、どういったところを見直しされたかというのを教えていただけますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  収入の面の見直しでございましょうか。 

○委員  はい。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  まず体育館は従来も使用料金収入で行っております。

ただ若干今回は値上げされております。体育館は個人利用が多くございまして料金的にも５

０円・３０円の値上げでございましたからそんな大きな影響は出ないだろうということで、

させていただきました。ただ諸室の利用につきましては今まで無料施設でございまして、か

つ今までは午前・午後・夜間の３区分であったのが２時間ごとの利用というふうに適用にな

りましたので、その分を若干、利用料金になったということで公民館の方へ分散するもの、

それから４時間利用していたものが２時間の利用に減ってしまうもの、そういったものを勘

案しまして、利用者数というよりは利用コマ数で８０％を見込ませていただいてそれ以降、

私どもの広報努力とかそういうものによって徐々に３年にかけて回復させていこうというこ

とで算定しております。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ８０％の根拠はですね、事前に、正式ではありません

が、何組かに聞きましたら１０人中２人の方はできれば今後はちょっと他の施設に行ってみ

たいとか、しばらくちょっと休憩してみたいとか、そういう意見がありましたので、それを

参考に８割という形にしました。 

○委員  わかりました。 

○委員  様式３３の話が出ましたので関連して同じ項目なんですけれども、逆に支出の面

を拝見しますと正直申し上げて管理経費が非常に高いんですね。ですので、高コストと言っ

ては失礼かもしれませんけれども、原因を分析していただければありがたいんですが。例え

ばコスト削減の今後の努力としてどういうことをお考えになっているのかを伺いたいと思い

ます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  管理経費は事務費も含めてのでしょうか。 

○委員 はい。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これにつきましては、まず事務費につきましては現状、

平成２１年・２２年度の実績をもとに算出してございます。やはり管理費についても同じよ

うな算定をしております。ただ今回の制度変更によりまして、朝は今までは９時から夜９時

までというものが朝８時半から夜９時半まで人を置かなければいけないという、時間が１時

間、一年間伸びております、制度をお受けしまして。それから図書室に人員を配置するです

とか、そういった人件費の伸びが今回の事務費の高騰の理由かと思っております。もちろん

これがすべてではございませんのでなるべく管理経費の節減を行ってまいりますけれども、

１年目のリスク、それから特に光熱費等は乱高下しておりましたのでそのリスクを見込んで、

若干高めというよりも実績に近い数字、プラスアルファで年度・年度で２％ほど上げており

ますけれども。そういったリスクを含んだ金額で今回は算定しております。ただそれについ

て削減できるものは削減して利益還元の方にあてられればというふうに思います。 

○委員  すみません、続いてなんですが３４号で、一般管理費として社内ネットワーク費

であるとかリース代、あと本社費というのがありまして、結構な金額、３２４万円の金額が

出ていますけれども、これは大体どういう支出なんでしょうかね。ちょっと説明してくださ

い。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  社内ネットワーク、これはもうパソコンですべて社内

ネットワークにしておりまして、現在も情報の共有化ができるように５館、それから本社、

すべてのものを網羅しております。そういったリース料金、機器リース料ですね。 
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○委員  機器リース料と別に、機器リースのための社内ネットワーク。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そうですね。それはソフト料とかがかなりかかってま

いります。それから今回、ここには備品に書いてございませんので、その中で料金収入を得

るためにはレジスターですとか自動販売機、そういったもののリース料もかかってまいりま

す。それから本社費はもちろん一般管理費いわゆるこれの従業員だけではございませんので、

一般管理費が加わっております。 

○委員  トータルすると３２４万。わかりました。 

○委員  それにちょっと関連して清掃費の考え方ですが、６１ページのことですが。清掃

費の考え方ですが、これはいわゆる日常清掃、定期清掃等と書いてあります。これには直接

人件費込みですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい、そうでございます。 

○委員  そういう数字ですか。委託はしていないということですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  委託も含めてです。 

○委員  あちこちいろいろ皆さんはアイデアがあるようですけど、人件費込みでの清掃費

で記入されているとすると、いわゆる直接清掃をしてもらう。委託費ですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  委託費が主でございます。 

○委員  委託費が主。そういうやり方ですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  うちの会社は清掃する職員というのはおりませんので、

外部にやっていただきます。 

○委員  ほかとの比較で恐縮ですけど、非常に高い数字になっているんですよ、清掃費と

いうのが。ひときわ高いのでどういう仕組みかなと思っています。 

○部会長  一応、本体の職員でやるよりも委託した方が安いということでございましょう

か。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  清掃費に日常清掃が入っているんですけれども、ちょ

っと申しわけありません、施設管理経費も含めてございますので。これはやはり、昔はボイ

ラー等がございまして、おふろがございましたので、その関係の施設管理員というのを置い

てございました。それも含めての委託費でございます。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  清掃費の考えにはほかにも消防の設備とか、そういっ

たものもちょっと含まれています。また一応「等」という形で大変恐縮なんですが、清掃費

だけではなくて、保全にかかわる点検とかの方も一部この金額に入っているという状態にな

っておりますので、純然たる清掃費という形ではないです。 

○部会長  どこの委託管理者の方にもお伺いしているんですけれども、１８号様式のとこ

ろで、こちらでは特に身体障害者を雇用しているというような実績はございませんか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  幕張では、幕張の事業所については身体障害者は雇用

してございません。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ほかのコミュニティセンターでは対応しているところ

もあるはずなんですけど。 

○委員  御社は現管理者ということで実績がおありになるかと思いますけれども、管理の

実績を通して何か改善すべき点とか、今後、次期に向けてどういうふうな路線で歩んでいく

のかということについて聞かせていただければ。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ちょっと提案するところは、もう築３０年以上たって

いますので経年务化が非常に激しいという状況になっています。この５年間で修繕で多々い

ろいろ対応してきましたが大規模修繕的なこともまだ残っておりますので、そういった面を

ちょっとカバーして、所管課の方と協議してですね、その辺のまず充実を図りたいなと思っ
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ています。それに伴いまして利便性の向上もまたそういうことで図っていきたいなと思って

おります。 

 以上です。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  この地区に関しましてはやはり地区的にやはり、古い

という言い方をしていますが旧住人の方が多く、尐子高齢化。特に高齢の方が多くなってお

ります。それに関して、特に利用減尐が起きるんではないかということを懸念しております。

それに対して広報活動ですとか、そういったものを積極的に行って利用の促進を図りたいと

思っています。 

○委員  今やってらっしゃる事業の中で自主事業といいますかね、利用者の方にとても好

評なものというのはどういったものがありますか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  まず普通の救命講習会をやっております、ＡＥＤの講

習なんですが、年２回やっていますが、大変好評をいただいています。あとは自主事業で映

画会ですね。こちらは地域の小学校の方と連携していまして、午前・午後の部、毎年２００

超ぐらい来ていただいています。その他、サークルさんの自発的な活動を支援するというこ

とでサークル主体の発表会、これを催しています。ここに関してもいろいろとテレビ局とか

をちょっと呼んで、そういうものを放映させていただいていまして。いろいろやってほしい

という声をいただいていますので、非常にありがたいという声を生の声として利用者の方か

らこれまで頂戴しています。 

○委員  そういったことを踏まえて今後どういうことをやってみたいというのはあります

か。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  こちらの提案書の内容もあるんですが、基本的にはま

ずサークルさんの自発的なものをまずは援助していきたいなということがありますので、利

用者の方からいろいろと声を聞いていますので、そういったものを含めて、サークルの発表

会も大々的に進めてまいりたいと思っております。 

○委員  ２つほどちょっと質問させてください。様式１５のところに業務引き継ぎという

項目があるんですが、御社さんは当然２期目もやられるということでこういう表現になって

おられるんだろうと思うんですが、もし万が一、他社に変わった場合、引き継ぎに対する協

力というのは当然していただけるというふうに考えてよろしいですか。それはよろしいです

ね。 

それからもう一点、様式１９号のところに緊急時の連絡の表がございます。その中に自衛

消防隊という項目が載っているんですが、これはどんな組織ですか。あそこにおられる職員

たちでつくられているという意味なんですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そうですね。これは消防の方にですね、消防計画とい

うのを出しているんです。その中で基本的には職員の方で。防火管理者は一応、自衛の消防

の隊長になっております。職員の配分と役割を明確にしておりますので、この中で速やかに

緊急時には対応していくという状況にあります。 

○委員  消火訓練みたいなこともやられているんですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  消火訓練は年２回、これで決まっています。 

○委員  そうですか。はい、わかりました。 

○部会長  ほかにありますか。 

○委員  すみません、漠然とした質問で恐縮なんですけれども。御社が２期目になった場

合にどんなコミュニティセンターになるのかという、もしイメージがおありでしたら。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  平成１８年に第１期目を行いまして、私どもは初めて

の指定管理者ということで、千葉市様の活動をそのまま引き継いで５年間行わせていただき
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ました。今回につきましては、私どもはほかの指定管理者も行っております。特に京葉銀行

文化プラザも行っておりまして、いわゆる運動関係のヨガですとか、健康関係の面のインス

トラクターをかなり抱えています。そういった面でこういう地域に運動施設、体育館もござ

いますから、そういったところにも活動の場を広げて、インストラクターを同じように共有

で使わせていただいて、新しい健康づくり、地域づくりで皆さんに何か、地域の事業という

ことだけじゃなくて提供できればと思っています。ですから文化面とそれから体育面、両方

を合わせてですね、頑張らせていただきます。 

○委員  元気で何か活力のある計画ですね。わかりました。ありがとうございます。 

○委員  ちょっと簡単なことですけど。去年からおふろを休止しましたね。その費用とか

人件費等については、今後の修繕の中に全部盛り込み済みなんですね。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これは全部差し引いてございます。 

○委員  差し引いてあるんですね。 

 今までやっていた事業が突然、市の見直しでもってやめることになったけど、その件につ

いてはどのような見解をお持ちですか。住民の人たちに申しわけないけど、市の指令でもっ

てやめざるを得なかった、本当はやってほしかった、気持ちとしてはどっちを持っています

か。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  実態としまして、おふろに関しましてはさまざまな意

見がございまして。特に固定のお客様しかいないという状態に結構なっておりました。 

○委員  そういう状況だったのですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そのほかにボイラーの故障絡みで修繕費がかなりかか

っているという状況があって交換しなきゃいけないと。費用対効果という面を考えれば千葉

市様の施策はいたし方ないかなというところは感じます。ただ、その代替施設としてそうい

ったものは必要かなということは感じております、ほかのところにでも。 

○委員  その場所じゃなくてですか。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  あと、ここの補足ですけど、当時の千葉市がおふろを

設置したときの時代背景の経緯と今の状況では大分時代が違います。ですからそういう意味

ではある程度もう役目は終わったのかなという感じがいたしますが、おふろに来た方たち同

士の集いというんですかね、そういうものがなくなったのはちょっと残念だなと思います。 

○部会長  時間となりましたので、これで終わりにしたいと思います。選考結果につきま

しては本年１２月下旬に通知する予定です。どうもありがとうございました。 

○株式会社千葉マリンスタジアム  どうもありがとうございました。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  ３社目でございます。３社目はアイング株式会社となります。今入場しますの

でよろしくご審議のほど、お願いします。 

 

（アイング株式会社 入室） 

 

○部会長  花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者に応募いただきましてありがと

うございます。 
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それではご出席の方の紹介と、提案内容の説明をお願いいたします。なお説明は提案書の

内容のみとし、始めの１０分間で提案の骨子説明をしていただきますが、残り時間１分前に

事務局よりお知らせいたしますので時間厳守をお願いいたします。その後２０分間、委員か

らのヒアリングを行いますのでよろしくお願いします。 

○アイング株式会社  それでは出席者の紹介をいたします。 

 

（出席者の紹介） 

 

○アイング株式会社  以上４名で今回の資料については作成をさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

 提案の骨子でございますけれども、私どもといたしましては基本的にまず指定管理者の応

募につきまして初めて今回応募させていただきました。そういう中で、指定管理者制度を遂

行していく上で最も大切な事柄といたしましては、やはり市と私どもがパートナーというよ

うな関係の中で、そして市民の要望だとか、あるいは要請だとか、そういったことを私ども

がきっちりと吸い上げることによって、それをパートナーさんというような考え方の中で市

の方にきっちりと情報を出して、そこで最終的にどういう形態で管理をしていくことが一番

市民の方々にとって幕張コミュニティセンターの活性化につながるのかなということについ

て十分協議を行った上で、その上で業務を開始していきたいなというふうに思っております。 

業務の中でやはり特に重要なことというのは、やはり私どもとして市民の方々によりよい

サービスを提供していくということが一番重要なポイントであろうというふうに考えており

まして。そういう中で私どもといたしましてはサービスということについて、サービスとい

うのは市民の方々、お客様ですよね。お客様が一番課題としていること、あるいは問題と思

っていること、要請したいこと、そういったようなことを解決していくことが基本的にサー

ビスというふうに理解して、その流れの延長線上で仕事をしていくことが必要だろうと考え

ております。したがって、そういうお客様の声というものをどういうふうに吸い上げていく

ことが一番重要なのかなということの中で考えてみますと、やはり当然、施設を利用される

方々、あるいはイベントを行ったりする際に来店、来場される方々に対しましてアンケート

をとっていったりとか、あるいはホームページの中に掲示板形式のようなものを設けて、そ

の中でお客様の声をダイレクトに書き込みができるような形をしていきたいと。あるいは私

ども従業員がやはり気づかなきゃいけないことというのはいっぱいあるはずなんです。お客

様の行動だとか、あるいは対話の中での受け答えだとか、そういうことの中で私たち従業員

の気づきメモみたいなものできっちり報告を責任者に上げて、その上でそういうことの状況

を、情報を、内部で検討し、それで市の方々と協議をする中で一つ一つ着実に反映させてい

くということが重要なことかなというふうに考えております。 

そういう中でやはり特に今回取り組んでいかなきゃいけないこととして、ここの数字上に

は余り反映が十分できていませんが、一番重要な部分として考えておりますのが、そういう

事柄の中から私どもの自主事業ですね、それにやはり積極的に取り組んで、それで新たな利

用者をふやしていく、掘り起こしていくというようなことに基本的には取り組んでいくとい

うことが一番重要なことかなというふうに考えております。と申しますのは、やはり通常の

オペレーションコストというものについては恐らくそこそこもう厳しい状況になっているか

なというふうに考えておりまして、そういった意味ではそういう自主事業を行う、より力を

入れて実施していく中で収益に反映させる。その収益を市の方々と協議をして、例えば施設

の改修に回すとしてもお役立ちができるような形を考えていこうというふうに考えておりま

す。 
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そういう自主事業を考える際にどんなことでもいいというわけには当然いきませんので、

冒頭こちらにも尐し書かせていただきましたけれども、それぞれの歴史、幕張なら幕張の歴

史だとか風習だとか、そういったようなものがあるだろうということの中で、例えば尐し調

べた中では青木昆陽さんがいらっしゃって、芋神様というような形になっていて、お芋を栽

培して天明の飢饉のときに餓死者が出なかったという話が出ておりました。したがってそう

いうお芋だとか、そういう野菜だとか、そういったものを関連づけて、産地で栽培したもの

を市民の中に地産地消みたいな、そういう形をとっていったりとか。あるいは山田耕筰先生

が幕張小学校の出身で「からたちの花」という歌が出ておりましたので、そういう意味では

からたちを、何か一つの種で数本の木ができるということがありますし、そういったことを

含めて、あるいは募金活動だとか、そういうことを加える中でからたちの木を尐しずつ植え

ていく。そういうことを幕張ときっちりと行うということはそういう歴史の掘り起こしと、

ひいては環境のＣＯ２の問題だとかにもつながってくるので、そういうことを中心に取り組

みをさせていただければなというふうに考えております。 

一方、安全・安心という部分につきましては、私どもは近隣に８つの事業所がございますの

で、そことの連携をきっちりとれる体制を重要なルートの中に組み込んで、安全・安心の方

につきましてもきっちりと確保していきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○部会長  ただいまのお話に関して委員の方、ご質問があったらお願いします。 

○委員  まず指定管理者に応募されようと思った動機を教えていただきたいのと、それか

らたくさん公的な施設の指定管理者がある中でどうしてここを選んだのかということを教え

ていただきたい。 

○アイング株式会社  まず指定管理者の応募をするということにつきましては、社内的に

実際の話は私も知りませんでしたが、そういう制度ということにつきましては。ところが会

社の上層部の人間から、いや、実は指定管理者制度というのがあると。今の中から改革に流

れる中で官の施設について民間に尐しずつ移管していこうという流れになっている。既存の

仕事だけをしているんじゃなくて、そういう新しい仕事に取り組まなくちゃいけない、一度

挑戦してみなさいと。今までと違ったノウハウがそこで習得できる可能性もあるだろうから

応募しなさいということで、指定管理者ということについてちょっと確認をして応募しまし

た。 

 幕張に応募させていただいたのは、一つは先ほど、周辺に８つ事業所があって、人の活用

だとか、そういうことが非常にしやすいなということがあります。千葉は非常に千葉そごう

さんに大きな事業所がありますし、３００人ぐらい千葉そごうさんではアイングの人間が働

いているということがあって、非常に人の関係もいいということが中心的なことかなという

ことと、もう一つはいきなり広大な、とてつもなく範囲の広い業務を行うことは多尐危険性

もあるなということで、私どもが精いっぱい努力してできる範囲で、まず最初は特に料金の

授受だとか、利用者をふやさなきゃいけないという問題について全くノウハウがないので、

まずはそういう範囲から、ある程度限定的なところからチャレンジさせていただければなと

いうことで、できればやらせていただきたい。 

 以上です。 

○委員  すみません、御社は東京が本社の会社ですね。 

○アイング株式会社  はい、そうです。 

○委員  本業は何をされているのかということと、営業の地盤はどちらにあるのかという

ことを教えてください。 

○アイング株式会社  本業はビルメンテナンスと人材派遣でございます。ビルメンテナン
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ス関係では、ビル本部で２５２の事業所が全国的にありまして、そのほとんどが関東と大阪

に集約していて、北海道に１６ぐらい、それからあと広島とか中国地方ですね、九州はない

んですが、それ以外は四国も含めてほとんど網羅されています。 

○委員  全国展開されているということですね。 

○アイング株式会社  はい。メンテナンスと人材派遣が主体です。 

○委員  千葉県にも事業所があるというふうに伺いましたけれども、幕張の地域性をどの

ように把握されているのかということと、あと幕張のコミュニティセンターについてどのよ

うな課題があるのか、そこの問題意識というのをちょっと教えていただきたいんですけれど

も。 

○アイング株式会社  地域性につきましては、鉄道がちょうどＪＲと海浜幕張ですか、駅

が分かれていて、どちらかというとＪＲ側が旧町並みみたいな形で理解しておりまして。幕

張の方面がどちらかといいますと新しい企業を誘致して発展をさせているというゾーンかな

というふうに理解しておりまして。そういった部分をある程度、東京のベッドタウン的なも

のも兼ね備えてマンション等が結構頻繁にできている、そういう位置づけなのかなというふ

うに理解しております。 

○委員  もう一つ、コミュニティセンターにおける課題は。 

○アイング株式会社  課題ですね。課題としてはやはり、要は利用者、一つは新しい利用

者を掘り起こしていくことが一つは大きな課題で、そのための自主事業というものを行って

いかなくちゃいけないということと、もう一つはやはり着実にハード・ソフト面でお客様の

要望に対してなるべく反映できるような形をとっていく。そのために指定管理者として収益

を上げていくことがそういうことに寄与してくるのかなと。それが還元に結びついて反映で

きることではないかなというふうに考えております。 

○委員  さらにもう一問だけお聞きしたいんですけれども、今自主事業をおっしゃいまし

たけれども、要するに様式２２にそれを具体的に書いていただくということになっているわ

けですね。御社がお考えになっている自主事業等がちょっとこの資料からは見えてこないん

です。正直申し上げれば、ほかの応募した企業さんはここを一生懸命書いているんですね、

具体的に。その辺で何か口頭で補うことがあればおっしゃっていただきたいんですが。 

○アイング株式会社  ちょっと私どもも初期の段階で、今回初めてということもあって今

いろいろそういうことを研究しているんですが、単純にこれをやろう、あれをやろうという

ところと、例えば健康の問題でお子様に対するアイデアとか、そういったようなことも当然

あるんですけど、やはりもう尐し幕張の歴史をよく勉強させていただいた中で、例えば１０

月１２日はそういう青木昆陽さんの命日だとかなんとかということだとかがだんだんわかっ

てきました。そういうこととの関連をきっちりつけた中での自主事業、何らかの関係を探す

中での自主事業、あるいは課題としても上がっておりましたけれども周辺の商店街さんだと

か、そういうところの活性化を図れるようなことを。まだ十分に具体的に決まっておりませ

んが、イメージとしては、具体的には今後してきて、それを年度計画の段階に、もしそうい

う機会が、いただける機会がありましたらその中で詳細に書かせていただいて、次回供給さ

せていただければというふうに考えております。 

○部会長  百貨店とかスーパーで今まで経験されたビルメンテナンスですか、その実績を

踏まえて自主事業をこれから検討すると理解してよろしいですか。 

○アイング株式会社  そういうことを当然踏まえて、あるいは人材派遣でインフォメーシ

ョンとか、いろんな教育事業だとか、そういうことも行っておりますので、そういうことも

含めていろいろ考えていきたいというふうに思います。 

○委員  様式８号でもって、市内産業の振興とかその辺のこと、地元ですね、産業等のか
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かわりについて述べてほしいということの趣旨で書かれている問題ですが、例えば市内産業

の振興のうち、本施設の管理運営を通じ云々というところに、商工会議所・農協とか漁協と

か、この辺のことが書かれていますが、今お話を聞いていると全く、こちらの幕張地区の、

正直言って知識は半分以下というような判断をさせていただいてよろしいでしょうか。きつ

いですけど、この辺はちょっと全く情けない。 

あとはその下の管理運営について云々ですが、地元の業者とかそういうものが、我々が真

剣に考えているのは地元業者とどういうかかわりがあるか、したいかということなんですが、

それも正直に言って具体性が何もないので。 

○アイング株式会社  それは様式２号のところに。 

○委員  こちらに書いてあるんですか。 

○アイング株式会社  例えば様式２号の本施設の運営を通じ、本施設の指定管理者として

コミュニティ活動をどのように推進していくことが要求されるか記してくださいという中の、

例えば具体的にはという真ん中半分ぐらいからのところに、着物の着つけ教室だとか、絵画

だとか、あるいは行政さんとか専門機関とのタイアップを行う中で火災法について一般家庭

への煙感知器の説明が義務づけられていますので、そういったようなことの啓蒙活動だとか、

幼稚園生に対する交通安全だとか、あるいは見込みはもうちょっとあれなんですが食中毒の

予防、献血、あるいは子供の虫歯だとかお年寄りの方々とか、そういうことも含めて、市の

仕事、活性化ということとはちょっと違うかもわかりませんが、そういう視点を今後盛り込

んで、活性化ということを盛り込んで再度、近日提案をさせていただこうと。 

○委員  今の私の質問は８ページのところですね、これを見ると要するにもう自前で全部

やっちゃいますよと、運営管理の主たる業務は外部には一切出しませんよと、こういうこと

ですよね。運営管理の主たる業務は外部に委託しませんということは、地元とかそういうよ

うな業者を使う予定はありませんと、こういうことだよね。自分たちだけでやる。 

○アイング株式会社  これはそうではなくて、専門技術や資格が必要な部分については外

部へ委託します。 

○委員  主たる業務は外部へ委託しません、そういうことですか。 

あと細かいことは一部外部に委託する。この辺のことは極力という言葉だけ、一番無難な

ところで書いてあるわけですけれども、あと具体的なことはここで終わりなんですね。 

○アイング株式会社  原則的に私どもは例えば設備については設備の人間が基本的に自分

たちでやりましょうと。警備もそんなに広い範囲ではないので設備の人間等の中で対応しま

しょう。清掃も原則的には今は、ここはまだ協議している最中なんですが、自前でできるの

かなと。ただしガラス清掃だとか、専門的な部分については当然地元のところに。 

○委員  地元のところと自分でやる、どっちですか。 

○アイング株式会社  地元に。例えばガラス清掃だとか、そういう専門的なところ。設備

についても専門的なところは今も外部の専門の取引先に依頼をして、で、点検を用意しても

らって。昇降機はちょっと千葉だけということではなくて、東京全体のメーカーさんになっ

てしまいますけれども、排水管の清掃とかいろいろな仕事が出てきますので、そういうこと

は当然、千葉市の指定業者取引先を。 

○委員  探しますよ、優先しますよと、そういうことですね。 

○アイング株式会社  はい。お願いいたしましょうという。大変、言葉が足らず申し訳あ

りません。 

○委員  もうちょっと細かくなりますが、これは１１ページかな。１１ページのところで

主要事業所というのは、この近辺に８ヵ所程度ありますよというお話ししたのはこのことで

すか。主要事務所というのは。 
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○アイング株式会社  はい。中央事業所というのは千葉のコミュニティセンターを中心に

考えたときのエリア的な面で見たときに。 

○委員  この近辺でね。 

○アイング株式会社  はい。 

○委員  基本的には事業内容が、先ほど人材派遣が仕事の主たるものだと。 

○アイング株式会社  いやいや、ビルメンテナンスと人材派遣が主たるものです。 

○委員  そういう意味ですか。そのほかは、特にコミュニティ運営というのは今回初めて

手を挙げましたということですから、そういう関係のものはなかったよと、そういうことな

んですね。 

○アイング株式会社  先ほどご質問がございましたように、そういう新たなものにチャレ

ンジしてノウハウをみつけていく必要がある、会社としてある程度、ということの中で挑戦

させていただきたいというふうに思っている所存です。 

○委員  今１１号の様式について伺いまして、近隣施設との連携関係ということで書かれ

ていて、多分これは違うのかなと思うんですけど。この様式だけを拝見しますと、例えばイ

トーヨーカドーであるとかそごうと何か協賛してイベントが行われるというふうに、そうい

うふうにとらえてしまうんですけど、そういうわけではないんですね、これは。呼んで来ら

れるというわけではないんですね。御社の事業所が、事業所というか請け負っている仕事が

こちらであるという、そういう趣旨で書かれているんでしょうか。 

○アイング株式会社  はい。これはあくまでもどちらかというと緊急時のバックアップ体

制だとか、そういったことも十分にできますよということで。ただ今後については今おっし

ゃられたようなことも視野に入れながら、私どもとしても可能な範囲がどこまでできるのか

ということについても、新しくこういうことにチャレンジしなさいよということを、会社と

してもそういうことを恐らく求めているというふうに思いますので、その辺もちょっとチャ

レンジしていきたいと思います。 

○委員  これからでしょうかね。わかりました。 

○委員  新たなノウハウを会社として見つけていくというお話なんですけれども、今持っ

ているノウハウで、こういうところを最大限生かしたいという部分はどういうところなんで

すか。 

○アイング株式会社  幕張コミュニティセンターにですか。 

○委員  はい。 

○アイング株式会社  例えばここの受付業務といいますか、あるいは図書館の業務につい

ては人材派遣で図書館に派遣して図書の貸出業務だとか、そういうのもやっています。した

がってそういうことは可能だろうと。それと一つは、受付業務については先ほどちょっと話

をさせていただきましたが、インフォメーションという業務では百貨店さんだとか、アリオ

の亀有だとか幕張だとか、下倉だとか、そういうところのインフォメーション、受付ですよ

ね、いろんな問い合わせ、拾得物の管理から、いろんなご案内から、そういうことは行って

いますので、そういうことの教育だとかは非常にスムーズにできるのかなというふうに考え

ています。それとあとビルメンは、メンテナンスはさせていただいているので、そういう点

検のあの、それは持っていますし、駐車場についてもこちらエンゼルという女性を中心とし

た駐車場をそういう制度で生かせる機会が出てくれば、あるいは最初にそういう人たちを利

用してのコミュニケーションが取れるような、お客様と、というふうに考えています。 

○アイング株式会社  あと補足をしますと、東京消防庁や警視庁の方からご指導いただき

まして、いろいろな商業施設もそうなんですが、今いろいろなところが物騒ですので子供１

１０番ではりませんが、そういう機能も持たせたいなと。そういうノウハウを持っている人
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間を常駐させたいなと考えております。 

○部会長  最後に、１８号で従業員の方の形態がありますけど、この中に身体障害者を入

れるという計画はございますか。 

○アイング株式会社  受付関係で障害者とか、そういう方々に対応していきたいというふ

うに思っております。あと清掃関係で諸室清掃とか、警備だとかそういうことで対応してい

きたいと思っていますので、うちの方も月一回、まだ点に対して２．５ポイント不足してい

るんですが、これから進めていきたいと。 

○部会長  どうもありがとうございました。 

この結果に関しては本年１２月下旬に通知する予定であります。本日はどうも。 

○アイング株式会社  どうもすみません、ありがとうございました。失礼します。 

 

（アイング株式会社 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  第４社目です。４社目は三菱地所藤和コミュニティ株式会社でございます。 

それでは提案者を呼びますので、よろしくお願いをいたします。 

 

（三菱地所藤和コミュニティ株式会社 入室） 

 

○部会長  本日は花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者に応募いただきましてあ

りがとうございます。 

それではご出席の方の紹介と提案内容の説明をお願いいたします。なお説明は提案書の内

容のみとし、始めの１０分で提案の骨子説明をしていただきますが、残り時間１分前に事務

局よりお知らせいたしますので時間厳守でお願いします。その後２０分間、委員からのヒア

リングを行います。 

ではお願いします。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  三菱地所藤和コミュニティでございます。 

まず出席させていただいております本社の各サポート担当をご紹介させていただきます。 

 

（出席者の紹介） 

 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  まず事業計画書のご説明に入る前に、私たち三菱

地所藤和コミュニティ株式会社のことについて若干触れさせていただきます。私たちは三菱

地所グループのマンション管理を中心に人々の住環境の整備からコミュニティ形成まで、居

心地のよい空間づくりを中核業務としております。全国で約１６万棟、千葉市では２３棟、

２，２８１戸のマンション管理と交流サポートを行っております。それ以外にもコミュニテ

ィスペースの管理運営を行っております。また、この４月からは板橋区立リサイクルプラザ

の指定管理者として地域住民の環境啓発に加え、地域交流、コミュニティ形成にも取り組ん

でおります。 

それでは事業計画書のご説明に入らせていただきます。 

まず様式の第１号をごらんください。私たちの管理運営に臨む姿勢についてご説明をさせ

ていただきます。私たちは、幕張コミュニティセンターを管理運営するということは市の代

行者という公的な役割を担うことだと認識しております。そのため様式の下半分のボックス
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に記載しているとおり、指定管理者としてこの５つが重要と考え、基本方針としております。

１、公平・平等な利用の確保。２、安全で安心な施設の管理運営。３、市民のニーズに答え

る創意工夫。４、バリアフリーを一歩進めた、年齢や性別を問わず、だれもが使えるという

意味のユニバーサルデザイン発想。５、費用対効果の高い安定した管理運営。この５つです。 

では様式の第２号の裏をごらんください。私たちは地域のコミュニティ活動を推進するに

当たっては花見川区地域福祉計画に基づいて次の４つの方針を立てました。１、世代を超え

たさまざまな交流。２、地域活動への主体的な参加を促す取り組み。３、相談・支援事業の

推進。４、地域資源を生かした地域交流の促進。これらの４つです。近年は単身世帯の増加

や核家族化の進行など、地域のつながりが希薄になりつつあります。そうしたことも視野に

入れ、設置目的である地域コミュニティ活動と連帯感の醸成を実現し、地域の人々が触れ合

える施設を実現いたします。 

次に、私たちの事業の特徴についてご説明いたします。様式の第３号をごらんください。

私たちは板橋区立リサイクルプラザで指定管理者として環境啓発に取り組んでおり、地域の

方が利用しやすい空間づくりや、興味を引き、参加を促す自主事業にも取り組んでおります。

千葉市内でも２３棟のマンション管理と交流サポートを行っており、管理組合の運営やカル

チャースクール、健康セミナーを開催するなど、居住者の方の支援を行い、コミュニティの

形成に取り組んでいます。私たちはこのような空間づくりとコミュニティ事業の経験を生か

し、地域に貢献していきたいと考えております。 

そこで花見川区らしさ、幕張らしさを表現する「花開く触れ合い空間」をテーマとした魅

力ある空間づくりを行います。お手元の様式、第１３号の裏をごらんください。例えば１番

目にございます幕張コミュニティセンター花いっぱい運動と題して、館内に季節の花の創作

物を飾りつけたり、地域の方とプランターで花を育成するなど、明るく居心地のよい空間づ

くりを行います。また机やいす、囲碁・将棋などを新たに配置してロビーに交流スペースを

設けたり、ＢＧＭを流したりするなど、地域の方が語らい、くつろげる空間演出を行います。

さらに職員研修を通じてホスピタリティある対応を心がけていくことで地域の方が何度も利

用したくなるような接遇を行ってまいります。こうした空間演出を低コストで行えるのが私

たちの強みの一つです。 

さらに居心地のよさに加えて地域の方がより利用しやすくなるような、サークル活動が活

発になるような取り組みも行ってまいります。詳しくは様式の第１３号から１６号に記載し

ておるのですが、例えば子供たちが楽しめるような幼児室や新たな遊具の導入、図書室の夜

間の貸出時間延長サービスなどにも取り組みます。またこのほかにも体育館の回数券の発行

を初め、窓口や掲示板などでのサークル紹介、サークル体験会の実施、予約状況が一目でわ

かる予約ボードの新設、サークル紹介のチラシの作成支援などを行います。このように利用

しやすい環境づくりを行い、地域の方が主役となる活動を支援してまいります。これも私た

ちが交流サポートで培ってきた強みの一つです。 

次に有料化に伴う稼働率の向上についてご説明をさせていただきます。来年度からこれま

で無料だった集会室などが有料となり、体育館の利用料金も改定されます。これは市の公共

施設利用料設定基準に基づくものでございますが、利用者に適正な負担を求めていく一方で、

負担が大きくならないよう経過措置が図られていると認識しております。このため当面、指

定管理者としては利用料金の変更は行わず、市が提示しておられる料金設定といたします。

また一こま当たりの利用時間も４時間から２時間に変わります。利用者が柔軟に予約ができ

る・取れるなど利便性が高まる反面、利用時間を２時間に減らす団体なども増えてくること

が予想され、施設利用が減る可能性もございます。私たちは次期指定管理者として利用者に

適正な負担をお願いすると同時に、より施設を利用していただけるような取り組みを行って
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いかなければならないと考えております。 

そこで様式の第１５号の裏をごらんください。こちらの真ん中のグラフになりますが、そ

れぞれ過去４年間の平均から施設の利用率をグラフ化したものです。左側のグラフでは料理

実習室や第１・第２講習室などの利用が低いことがわかります。右側の時間帯別のグラフで

は午前・午後・夜間と比較すると、どの施設も夜間の方が利用が尐ないことがわかります。

私たちはこれらの施設利用を高める方策として料理実習室の多様な使い方や夜間講座の実施

など、さまざまな事業にも取り組んでまいります。具体的な事業につきましては様式第２２

号の裏に記載させていただいております。あわせてごらんください。 

ここまで空間づくりや有料化に伴う稼働率の向上などについてご説明しましたが、これら

を行うことで費用が高くなるようでは意味がありません。そこで様式の第１２号の裏の表を

ごらんください。こちらの上の表になるのですが、私たちは堅実な収支予算を立案し、その

収入を基準金額とします。各レーンの基準金額は真ん中の表に記載しておりますが、その基

準金額を超える利用料金については全額を市に返還いたします。その上でより一層努力する

ことで実現しうる目標値を上限金額として設け、この上限金額の８００万円を超えた場合は

その２０％を私たちの創意工夫へのリターンとしてちょうだいし、これの８０％を市に返還

いたします。これらを空間づくりのノウハウや社内講師を活用するなど、私たちの得意分野

やアイデアを生かすことで低コストで費用対効果の高い管理運営を実現してまいります。 

 最後になりますが、私たち三菱地所藤和コミュニティがこれまで培ってきた実績やノウハ

ウを生かし、地域の方々とともに花いっぱいのコミュニティセンターをぜひつくり上げてい

きたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは委員の方々から質問をさせていただきます。どなたかございますか。 

○委員  公的な施設の実績はリサイクルプラザが４月からとおっしゃっていて、千葉周辺

ではマンション管理が中心ということなんですけれども、提出いただいた書類を見ますと地

域の分析ですとか、あるいは今の幕張の施設の稼働率、それを向上させるための対策、非常

によく分析されているなというふうに感じます。 

一つ気になるのは、いろいろ空間演出というのも今までの公の施設では足りない視点なの

かなと私も思いますのでぜひ取り入れていただけるといいかなと。ＢＧＭを流す等、公の施

設では余り見られないので、お金もかからないし大変いい提案かなと思うんですが、稼働率

が、利用料金が発生することによって７５％まで落ちるというふうに思っていらっしゃる。

他社さんより厳しく見てらっしゃるのかなと思うんですが、その辺をどういうふうにお考え

ですか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  私どもは確かに２５％の減尐というのは見ていま

す。ただ私どもが考えているのは２５％といっても今回、今まで一こま４時間だったのが２

こま２時間になるということで、恐らく１こまでの需要というのは尐し伸びるのかなと。今

まで１こま４時間枠だったので、同じ時間帯で利用したいと考えていたところが例えば２つ

あったとしても、そこは１つしか使えなかった。逆にその１こまが２つに分かれることによ

って同じ時間帯ではないにしても近い時間帯で取れるというところで、当初我々の方で考え

ているのは１こま目というものが１０％増えていくかなというふうに考えています。ただ今

まで４時間利用だったのが２時間利用になるということで、２こま目の利用率というのが２

０％下がるかなと。そうすることによって、今回の提案の中では２こまパックというような

形で金額は７５％引きになってしまいますので、そういったところも加味されて全体で２

５％減尐、７５％の利用率になるのかなと考えております。 

○委員  はい、わかりました。ありがとうございます。 
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○委員  ほかの部でも伺ったんですけれども、ここは花見川区ですね。マンション管理を

されている実績がおありですか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  花見川区は３棟のマンションを管理しております。

その中でやはり居住者交流サポートという形で共用施設を利用しましてカルチャースクール

であったり、健康セミナーというものを実施させていただいております。 

○委員  では例えば今後のアイデアとして、このマンションの住民の方々をこちらのコミ

ュニティセンターの方に動員というか、声をかけていただけるような工夫もしていただける

というふうに伺ってよろしいですか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  はい、そうですね。我々の方では現在は「カダ

ン」という形で、私どもが管理しているマンションの居住者の皆さんに広報誌というものを

発行しております。それが全国で１６万部というものを発行しておりまして、その中で、も

し幕張コミュニティセンターの指定管理として指定されましたら、そこでも当然紹介させて

いただきたいと考えておりますし、また実際に千葉のマンションの方で好評である、例えば

フラワーアレンジメントのセミナーであったりというものもぜひ幕張コミュニティセンター

の方でも実施していきたいなと考えておりますので、その辺はぜひやっていきたいと考えて

おります。 

○部会長  ページ数で言いますと様式１８号の４ページ、職員一覧表、ここでシルバー人

材センターですか、ここを使うとかなり経費節減になると。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  シルバー人材の活用というのは経費節減というよ

りも、高齢者の方にもぜひともコミュニティセンターの方でご活躍していただきたいなと考

えております。というのもやはりコミュニティセンターの利用者の多くというのは高齢者と

いうことが多いので、そういった中で職員と利用者の方がコミュニケーションをとりやすい

ような空間にしていきたいと考え、シルバー人材センターを活用したいと考えております。 

○部会長  さらにこれに付随して、身体障害者の採用も考えておられますか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  はい。当社の方では実際に障害者の方も雇用して

おりまして、もし今回も新たに人材を新たに確保する際に障害者の方が応募に来ましたら、

健常者の方と変わらないような形で採用していきたいと考えております。 

○委員  また似たような質問ですけれども、マンション管理のノウハウをコミュニティセ

ンターの運営にどのように生かしていけるのか。あるいは御社としての利点というのはどう

いうところにあるのかということを再度教えてください。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  私どもはマンション管理の中でコミュニティ形成

の事業というものもやっておりまして、先ほどのカルチャースクールであったり、健康セミ

ナーであったりという、居住者に対してのサービスです。そういった事業はやはり居住者の

皆様から大変好評をいただいておりまして、その事業の内容によっては人気のものであった

り、余り人気がなかったり、そのへんのノウハウというものが蓄積されておりますので、そ

の中でもやはり人気のあったセミナー等はコミュニティセンターの方でもぜひ実施していき

たいと。そうしたところがやはり我々の強みかなと考えておりますし、またその辺のコスト

の面につきましても、ほかの施設でもやっているというところでその辺のスケールメリット

といいますか、その辺のことも加味できるのかなと考えております。 

○委員  もし御社が次期指定管理者になった場合に、幕張コミュニティセンターはどうい

うふうに変わりますか。漠然とした質問ですけれども。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  私どもは先ほどのＢＧＭのお話もそうですけど、

現在は音楽が流れていないような形でどうしても雰囲気が暗いのかなというイメージがもた

れますので、そういった中でＢＧＭを流したりとか。あと壁を利用しまして、例えば近隣の
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小学生や幼稚園の方々に絵を書いてもらって、それを張ると。そういった形で１階のロビー

をすごい明るい雰囲気にして、また音楽も流れると。そういった形で区民の皆さんが集まり

たくなるような空間にしていきたいと考えております。 

○委員  明るくなると。わかりました。 

○部会長  御社の貸借対照表と損益計算書を拝見すると非常に立派な、利益が非常に出て

いるということを感じますけれども、例えばマンション管理収入で２，３００万、原価が１，

５００万、またビル管理では２億ですか。さっきのけた数はちょっと１けた尐なかったです

ね。それから原価が１４億ですか、これぐらい利益が出ていますけれども。一方、指定管理

事業者としての見積もりですね、これは３３号様式ですか。この事業からしてちょっと業者

利益とかがないんですけれども、どのぐらいの利益が出るとお考えですか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  私どもはまず利益としましては先ほどの上限金額

を超えた分の２０％の方で、上限金額を超えるような形で成果を上げまして、そこで利益を

出していきたいと考えております。そのほかにも我々の本社スタッフという形で雇用してい

る人以外に我々の方で人員を配置いたしまして、そういった形で人件費等を抑えていけます

ので、利益で言いますと１０％ぐらいの利益が出るのかなと考えております。 

○委員  様式２２の裏のページの方で、年間の自主事業予定表がございますね。これは三

菱さんの方がうちで、ここはほかがやっていないけど、ここは私どもの新しいものですよと

なるんですか。それともこれは前からのやつの一部修正とか、その辺の仕分けはどうやって

していくんですか、全く新しいものはどれか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  引き継ぎをしていく事業といたしましては３月の

さくら祭りですね。それだけですね。 

○委員  そうですか。あとは独自の、今までやったことがないというような今後の行事予

定をここに挙げていただいたと、そういうことですね。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  そうですね。これは私どものマンションの方でも

実際に実施しているものを挙げさせていただきまして、その中でもすごい反響のよかったも

のを挙げさせていただいております。 

○委員  はい、わかりました。 

○委員  指定管理者の事業を単体で考えるとそんなに大きく収益が上げられる事業じゃな

いと思うんですね。ほかの本業の方で十分稼いでらっしゃるのかなと思うんですけれども、

こういった業務に参入してくる会社としてのメリットというのはどういうところにあるとお

考えですか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  私どもはまず、今までマンション事業の中で人と

人とのコミュニティ形成というものに力を入れてきています。その中でやはりそうすること

によって居住者にとってのマンションに住む価値というものが、ここに住んでいたいなとい

うふうに感じるというご意見が、アンケートを取りますとそういった意見が多くて、そうい

ったものをもう尐し広げていけないかなと。やはりここで成功しているものというのを私ど

もが管理しているマンション以外の方へ役立たせることができるのかなと考えております。 

また逆に公共施設の方で私どもがやってきた例えばイベントであったり、セミナー等をや

ることによって、また市民のいろんなニーズ・意見を聞くことによって逆に今度は我々のマ

ンション事業の方にも生かしていけるのかなと。お互いに相乗効果でどちらもよくなってい

くような形になるのかなと考えておりますので、公共事業に参入するという意義というのは

私どもの会社にとってもすごいメリットのあることだと考えております。 

○委員  はい、わかりました。ありがとうございます。 

○委員  端的に言えば、公共事業での実績というのはマンション管理の方にアピールでき
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るということでよろしいでしょうかね。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  マンション管理は競争が厳しい業界だというふうに聞いているんですけど。 

３３号の収支の算定なんですけれども、支出の面なんですけれども、事務費等が０．５％

ずつ増加ということで算定なさっている。実際のところこれぐらいかかるかもしれませんけ

ど、ここに関しては逆に削減の努力というのはどういうことをお考えでしょうか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  まず事務費の０．５％ずつ増加ということなんで

すけど、やはり利用者というものを上げていきたいと我々は考えております。それに伴いま

してやはり光熱水費というものが。特に夜間の講座や夜間の利用を促進させたいと考えてお

りますので、そういった意味で光熱水費分だけの上乗せ分が約０．５％ずつかなと考えてお

ります。 

またここに伴いまして消耗品等もやはり発生してくるのかなと考えてはいるんですが、

我々は千葉市内の方で約２３棟のマンションを管理しておりますので、その辺でスケールメ

リットを生かしまして千葉市で管理している物件のところで購入した消耗品というものを、

余った分であったりとか、そういったものを幕張コミュニティセンターの方に回すことによ

って経費は節減できるのかなと考えております。 

○部会長  ほかにございますか。 

○委員  御社がこの施設管理をやられる場合、様式２３号にいろいろこういう形でやりま

すよということが記されて入っておりますね。チェックをマニュアルによってやると。これ

は委託の作業がかなりありますね。こちらの方はどんなふうに、そういった意味での品質保

持といいますか、その辺はどんなふうにお考えでございますか。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  委託する分につきましても私どもの方ではしっか

りと、委託している会社に任せ切りではなくて、それの報告というものは本社の方と、あと

施設の方にするような形で対策を取りたいと考えております。したがって施設の方にだけ報

告が来るのではなくて本社の方にもしっかりとそういった報告を受けまして、また問題点が

あればやはり委託会社と、また施設の方にも連絡いたしまして。それと並行しまして市の方

にもやはり問題点というものは逐一報告していきたいと考えております。その点で品質とい

うものを下げることなく維持管理等をやっていきたいと考えております。 

○部会長  ほかにございますか。 

○委員  雇用の面で市民を７割程度というふうにおっしゃっていますけど、その根拠は。 

○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  今回は市民７割というふうに記載したのは、可能

であれば全員市民で雇用したいと考えております。ただ実際に板橋の事例が、実際に６名中

４名が板橋区民で２名が区外の方というパターンになってしまいましたので、実際は７割に

いかない数字。そういった実績を記載してしまっていますので、そこで１００％と書いてし

まうのは信憑性がどうなのかなと思うということで。実際に根拠としましてはそれになって

しまいます。ただ私どもとしましてはすべて千葉市で、千葉市民を雇用したいと考えており

ます。 

○委員  わかりました。 

○部会長  ほかにありますか。 

 

（質問なし） 

 

○部会長  ではないようでしたら、これで終わりたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。 
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○三菱地所藤和コミュニティ株式会社  ありがとうございました。よろしくお願いいたし

ます。 

○部会長  選考結果につきましては本年１２月下旬に通知する予定です。 

 

（三菱地所藤和コミュニティ株式会社 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  ５番目の提案者、株式会社京葉美装でございます。 

 

（株式会社京葉美装 入室） 

 

○部会長  本日は、花見川区幕張コミュニティセンター指定管理者に応募いただきまして、

ありがとうございます。 

 それでは、ご出席の方の紹介と提案内容の説明をお願いいたします。 

 なお、説明は議案書の内容のみとし、始めの１０分で提案の骨子説明をしていただきます

が、残り１分前に事務局よりお知らせいたします。 

 その後、２０分間、委員からのヒアリングを行います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○京葉美装  それでは出席者の紹介をいたします。 

 

（出席者の紹介） 

 

○京葉美装  よろしくお願いいたします。 

 それでは、幕張コミュニティセンター指定管理者応募書類、提案書のご説明をさせていた

だきます。 

 ボリュームがありますので、スポットを絞ってご説明さしあげます。 

 第１号、１ページ目をごらんください。 

 一番下の書いてあるほうなんですが、指定管理者制度を用いた公の施設の管理運営のあり

方ということで、次のページですが、市民の声を敏感に耳を傾け、市の代行者であることを

十分に自覚し、常に市と連携をとりながら、民間としてのノウハウを最大限に発揮し、でき

る限りのボランティアマインドを持って、公と民の長所を最大限に引き出すことを念頭に置

いて、行政と市民のパイプ役となって、地域をよくしていきたいという高い志を持って、管

理運営を展開していきたいと考えております。 

 その下で、地域活性化というポイントですけれども、中間ぐらいに書いてあります、地域

活性化のためには地域住民の活動の活性化が不可欠であり、地域住民が地域を愛する気持ち

の中から生まれる、みずからの地域はみずからの手でつくるといった自立した市民の主体的

な活動が重要であると考えます。自立した市民活動の拠点としての公の施設、こちらは市民

意識醸成等の活動に役立つものと考え、地域活性化に大きく寄与するものと考えております。 

 続きまして、第２号、３ページでございます。 

 市と指定管理者の関係ということになりますけれども、指定管理者は、公の施設に関する

業務を市の代行で行うものであり、市と指定管理者は常に報告、連絡、相談を行い、相互信

頼に基づいた一体感を持った関係である必要があり、それをうまくわきまえた管理運営を心

がけたいと考えます。 



31 

 続きまして、提案書様式第３号、６ページをごらんください。 

 幕張コミュニティセンターと同種の施設の管理ということで、当社では、千葉市稲毛区穴

川コミュニティセンターを平成１８年、２００６年４月から来年の３月までの予定というこ

とで、指定管理者の指定を受け、行っております。 

 続きまして、第６号の１２ページをごらんください。 

 苦情等の未然防止と、苦情等があった場合の対処方法についてということですが、利用者

対応の一部である苦情対応は、真摯に誠心誠意、円滑な対応をすることにより、組織全体に

よい影響を与え、管理運営の質の向上及び組織全体の発展のために貢献する基本要件の一つ

と考えます。 

 苦情を組織全体の責任として真摯に受けとめ、利用者の基本的権利を尊重しながら、積極

的かつ迅速、公平、丁寧に問題解決に努めるとともに、利用者からの信頼を得ることにより、

地域社会の健全な発展につなげたいと考えます。また、備えあれば憂いなしということで、

組織体制の確立が未然防止につながるものと考えております。 

 続きまして、第１１号の２０ページをごらんください。 

 近隣施設との連携関係の考え方ということで、立地的に、県営住宅、都市機構（ＵＲ）の

４丁目団地と、近隣の集合住宅がございます。こちらのコミュニティセンターの利用者が違

法駐車や騒音などでご迷惑をおかけすることがないように特に配慮するとともに、地元の自

治会さん等の意見、それから、団地管理組合の皆さんにもいろいろ意見をいただいて、情報

交換を行い、苦情や改善要求などがあれば、市ともご協議をいただきながら、速やかに対応

したいと考えます。 

 また、自主事業に関しては、ご家族で参加できるような自主事業も企画したいと考えます。 

 また、小学校や保育所がすぐ近くにございますので、通園・通学路となっているというこ

とから、センター利用者の車で来館される方に、常に周辺の情報及び飛び出しの危険性を促

し、安全運転等に配慮するようにお話しさせていただきたいと思います。 

 また、大学や中学、高校の教育施設も近くにございます。こちらのほうは、自主事業にお

ける講師の派遣、それから、共同開催などを模索しながら、魅力ある自主事業の創設につな

げ、地域活性化を図りたいと考えます。 

 続きまして、第１２号の２１ページをごらんください。 

 利益等の還元方針でございますが、当社の基本的な考え方としましては、指定管理者の事

業は、地域貢献事業として考えており、大幅な利益は望んでおりません。したがって、近隣

で当社の経験と実績が生かせて、ご利用者にも喜んでいただき、できる範囲でボランティア

マインドを持った全社的に取り組める事業等を考えております。 

 一定金額の考え方でございますが、５８ページの第３３号をごらんください。 

 上のほうの収入金額の指定管理委託料のＡ、それから利用料金収入のＢ、これが下の欄の

支出の欄の管理運営経費のＣを上回る金額が利益ということで、それを上回る金額が幾らな

のかということが一定金額ということになると把握します。 

 また、当社では、類似施設である穴川コミュニティセンターの過去５年間の実績を踏まえ、

魅力ある自主事業を展開していくためには、それ相応の経費がかかることを実感しておりま

す。 

 また、建物の老朽化が進み、経年务化も見られるようになっており、その部分の経費も協

議の上、市と協議させていただければと思います。 

 いずれにしろ、一定金額を超えた利益を市民に還元するという考えを基本に考えておりま

す。 

 それから、還元を考慮する時期、基準でございますが、基本的には単年度で協議し、次年
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度予算に反映する方法でと考えますが、総合的には市と協議の上、市の意向に従いたいと考

えます。 

 続きまして、第１３号の２２ページをごらんください。 

 利用者サービスの向上面では、ハード面、施設の環境整備、的確な修繕計画、高齢者、障

害者に優しく配慮した整備ということで、かなり建物が务化しております。そういうことで、

修繕費も現指定管理者よりも多目にはとってありますけれども、先ほどの収益の部分で出た

り、計画的にエントランスとか、ロビーとか、共用部の塗装とか、そういった部分にも配慮

して、清掃部分にも配慮して、環境美化に努めて、気持ちよく使っていただきたいと考えて

います。 

 また、ソフト面では、職員研修、あと、魅力ある自主事業の企画運営、利用者の声を速や

かに反映、あと、地域住民参加型の自立した管理運営の形成ということで、常にサービス向

上のＰＤＣＡのサイクル、こちらを回しながら、職員の教育に当たっていきたいと考えます。 

 続きまして、飛びますけれども、第１８号の３２ページをごらんください。 

 管理運営業務全般の実施体制でございますが、指定管理者、京葉美装の本社には、社長、

経営統括責任者をグループ長とした幕張コミュニティセンター支援グループを構成し、事業

所が完全にバックアップをさせていただきます。幕張コミュニティセンターには、所長、業

務執行責任者が常駐し、業務全般を取り仕切ります。日々の業務推進はもとより、市との初

期の報告、連絡、相談や、利用者、地域住民の方が、この折衝の窓口責任者でもあります。 

 続きまして、第１８号の３５ページをごらんください。 

 下の欄に、一日における標準的な人員配置ということがあるのですけれども、こちらは設

備管理技術員１名が、常時、常駐するようになっております。８時半から１１時ですね。こ

ちらは現指定管理者のスタッフの配員を参考にしているのですが、こちらのほうは、それほ

ど設備的にこの時間帯にへばりついているような仕事もないかと思いますので、常時、簡単

な塗装や、簡単な環境美化に、日々、こういった要員でやっていきたいというふうに計画し

ています。 

 続きまして、第１９号の３６ページ、管理運営と自主事業を合わせた管理運営体制ですが、

管理運営業務と自主事業は、本社、現地、ともに基本的には同一のスタッフが対応いたしま

す。自主事業に関しては社長が率先して企画に加わり、共催していただく団体、マスコミ、

福祉団体など、後援団体、協賛企業との交渉に当たります。特に地元マスコミ各社との常時

の情報公開は、事前広報や当日の取材等を通し、自主事業には欠かせない存在として重要だ

と考えます。 

 所長を中心とした職員は、サークルや地域住民の声をもとに自主事業を企画し、チラシ、

ホームページによる募集や、結果のまとめ、データの集積など、事態のフィードバック業務

を行いたいと考えます。また、チラシ、ポスターの作成は、経費削減の観点から、すべて職

員で作成します。 

 すべての責任は指定管理者が負い、指定管理者は、自主事業の際は参加者の万一の事故に

備え、保険に加入したいと考えます。 

 次に、第２２号、４０ページをごらんください。 

 自主事業の効果的な実施ということで、あらゆる立場の利用者がわくわくして参加したく

なるようなコミュニティ創造、青尐年健全育成、市民意識醸成、障害者、高齢者などのさま

ざまな観点から、魅力ある自主事業を企画していきたいと考えています。 

 それから、魅力ある自主事業としましては、現在の指定管理者まで開催されている自主事

業、利用者、参加者の皆さんが開催要望のある事業、また、及び当社としても継続するべき

と判断した事業は継続をしたいと考えます。 
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 また、当社では、随時、施設の穴川コミュニティセンターでの自主事業の実績から、幕張

においてもやっていきたいと考えています。 

 続きまして、４９ページ、第２８号でございますが、不測の事態、開業直後の想定外の事

態の発生に関しましては、地元企業として、どんな無理難題に直面した場合においても、決

して逃げたりせず、法令遵守のもと、正攻法で誠心誠意対応させていただきます。 

 また、５２ページ、第３１号、支出見積もりの妥当性でございますが、穴川コミュニティ

センターでの５年間の実績をもとに、高品質、低価格、安全、効率的、利用者が気持ちよく

安心して利用できるようなことを考えています。 

 続きまして、第３２号、５４ページでございますが、利用料金収入は、現在から２０％ほ

ど下がるようなことで考え、値上げと料金発生ということで、２０％ほど下がるという感じ

を見て計画しております。 

 ありがとうございました。 

○部会長  どうもありがとうございます。 

 それでは、委員のほうからご質問させていただきます。 

 何かございますか。 

 では、私のほうから、京葉美装さんは、本店が千葉市の中央区ですね。この見積もりが比

較的安く上がったというのは、本社費とか、そういった間接費がないということが大きいと

いうふうに考えていいですかね。 

○京葉美装  それに関しては、兼務できるものは兼務して、人件費のほうを極力支出有効

最低限で抑えています。今おっしゃるように、当然本社のほうの経費はほとんどボランティ

アと考えております。 

○委員  御社は、社員、従業員は何人ぐらいの会社なんですか。 

○京葉美装  社会保険に入っている正社員と言われている者が５０名、あと、パート等が

２００名、合計２５０名の体制であります。 

○委員  お伺いしたのは、随所に社長さんみずから、こういう指示を出したりとか、見回

ったりということも出ていましたので、目が届くような規模の会社ということでよろしいで

しょうか。 

○部会長  バランスシートとか、損益計算書も、それなりのものを出されております。 

○京葉美装  私が本当にボランティアとか、地域をよくしていきたいという気持ちが強く

て、いわゆる社長がと言うとあれですけども、そういったものを、今、教育しながら、本当

に肝いりでやらせていただいています。 

○委員  よろしいですか。様式１１の関連でしょうか。事業者のお立場で、今のこの他社

さんが管理をしている物件ですけれども、今後、御社のほうで管理するということになった

ら、どんなふうに変わってくるのかなと。その中で具体的なイメージはありますか。 

○京葉美装  具体的に、今、私どもは、やはり環境整備という形に力を入れたいと考えて

いますので、例えばちょっとした塗装とか、共用部のエントランスとか、そういったところ

は、多分ちょっと手を入れればかなりこれは輝いて、来た方が気持ちよく利用できるかなと

いう部分もありますので、例えば床の剥離とかそういった部分を、まず私どもが指定管理者

になったら、計画的にまずはきれいに、お客様を迎える環境整備、また、花だとか植栽を植

えたり、そういったエントランス、ロビーで、笑顔と真心があふれるサービスをしたいと考

えています。 

○委員  今、塗装の件をちょっとおっしゃいましたけど、本業は塗装等をされるのでした

か。ビル管理でしたか。 

○京葉美装  ビル管理のほうでございます。 
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○委員  ボランティアマインドということを強調されていらっしゃるのですけれども、そ

れほど収益が見込めないといった事業、今、穴川をやっていらっしゃるので、また増えると、

ある意味、負担が増えるのかなと。管理者として負担が増えるのかなというふうに思うので

すけれども、そういった中でも、こういう事業に取り組みたいというふうに思っていらっし

ゃる、大もとのお気持ちというのはどういったことでしょうか。 

○京葉美装  やはり私も地元で生まれて、地元で育って、千葉市の中央区で育っています

ので、これは地域をよくしていきたいという気持ち、それから、一つ、穴川コミュニティセ

ンターで、こちらで５年目ですけれども、そちらで指定管理者のあり方、私どもの会社なり

に全社員で考える場を持っております。例えばコミュニティ祭りとかは、我々、本当に日曜

日もなしに社員総出で、あいている人、本社スタッフは全員、それからあいている、それこ

そ、千葉県内のスタッフは本当にボランティアで手伝いに来てくれます。我々、京葉美装ブ

ースをつくって、地域の子供に金魚すくいをしてもらったり、あと、そういう消防署で子供

用の消防服を着てもらって、記念撮影を撮る係をやらせてもらったり、そういったことが、

やはりお金にかえがたい会社の風土といいますか、そういったものにつながって、私はこの

指定管理者をやってよかったなと思っているのは、やっぱり社員のモチベーションが、お金

もうけという部分が、企業ですから営利が必要なんですけれども、やっぱり社会に貢献する

という部分の認識が共通で深まってきているなというふうに考えています。 

 そういったことで、やはりどんな企業でも、広告宣伝費とか、そういった会社をよくした

い費用というのは見込むと思うんですね。そういった部分の経費ということで、例えば多尐

の自主事業で何十万円という持ち出しは、会社の勉強させてもらっている費用という部分で

考えて、これは高くはないなということと、あとは、５年やって、現在の穴川の所長、それ

から副所長、スタッフのほうもかなり成長してきていますので、一つ、二つ、今回も満遍な

く十数カ所出しているわけじゃなく、私どもがやればもっとよくなる、もっと安くきれいに

できるというような部分をいろいろ調査・研究しながら、こことここということで、今、チ

ャレンジ、挑戦していると。 

○委員  そうすると、大変高いお志ですばらしいなと思うのですけれども、事業の継続性

を考えたときに、一定のその収入といいますか、最低でもとんとんになるぐらいじゃないと、

安定して継続した事業を行えないと思うんですね。その辺はどういうふうにお考えですか。 

○京葉美装  基本的には、収支の中で、私どもは２０％は利用者が減るだろうという、数

値上は出して、ただし、穴川のときも、計画上は３割減るというような予定が、今、１０％、

２０％増えた状況で、体育館の運営を過去５年間でしております。ですから、この部分で、

私どもでいろんな形で創意工夫をしていけば、現状維持、減っていっても２割まで減らない

なという部分、万が一、２割減ったとしても、持ち出しにはならないという計画はしており

ます。 

○部会長  関連なんですけれども、過去の穴川の実績では、実際には損失あるいは利益が

どのくらい出たか、その数字についてご説明をいただけますか。 

○京葉美装  基本的には、指定管理料で１，８００万で、あと、体育館使用料が３００万

ほどで、トータルで収入の欄で２，０００万ちょっとだと思うんですけども、その中で、本

当に指定管理者で自主事業でやっている金額が数十万円の持ち出しがございますので、プラ

スマイナスゼロか、もしくは、若干プラスになっているかなというぐらいでございます。本

当に１％、２％かなというぐらいな感じだと思います。 

○委員  やっぱりこちらの幕張の指定管理者でも、そんな予想で収支見積もりをやってお

られますか。 

○京葉美装  そうですね、やはり企業ですから、多尐の安全率というのはそちらの２０％
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は減らさないというような覚悟と、あとは、人件費の部分でも多尐の５％とか、それぐらい

の余力は見ております、５％、１０％。 

○委員  それも利益を見てつくったということですね。 

○京葉美装  採用時のあれにもよりますけれども、そういった人件費的には５％、１０％

ぐらいの余裕は考えております。 

○委員  現状の幕張コミュニティセンターの利用者の状況と、特徴あるものを何か認識さ

れていますか。老人が多いとか、子供が尐ないとか、あるいは、夜間は全然使われていない

とか、何かそこら辺の情報をつかんでいますか。 

○京葉美装  私が、実際、現場に下見に何回か行かさせていただいているのですが、その

ときに、１階のロビーの奥で、囲碁とか、その辺をやっておられる方が結構いたのですけれ

ども、そのぐらいの認識ですね。ですから、比較的ご高齢の方が多いのかなと。 

○委員  余り、囲碁だけのやつが目についていると。ほかは余りなかったと。 

○京葉美装  それ以外にも、何回か行ったと申し上げましたけど、３階のホールで吹奏楽

部、大変達者ないい演奏をしていた音楽の団体がおりましたけども、ですから、立地環境か

ら、学校施設、また、公営団地とか、高層マンション群とかございますので、非常に老若男

女が幅広い年代層でご利用になれるのじゃないかなと思っております。 

○委員  それで、今後の自主事業でもって、４１ページに書いてありますが、これに書い

てあるものは、みんな、今度、京葉さんのみずからの考え方だけをご披露しているのですか。

多分卓球なんていつでもやっているようなお話ではないかなとは思いますが、ここら辺、特

別に京葉さんがこのアイデアを出して、特別なものだというようなことはあるのですか。そ

れとも、ハープ教室とか、幕張寄席とか、ジャズコンサート、ここら辺はもうユニークなも

のばかりですか、ここに書いてあるのは。 

○京葉美装  そうですね、私どもが独自でいうと独自なんですけども、青尐年卓球教室は、

千葉市も卓球協会さんのほうの後援いただきまして、元日本代表の五上哲夫さんという方が

千葉にいらっしゃいまして、穴川で、実際、毎月やってくださっています。その流れをもし

幕張で入れればということで、目指せオリンピックということで、ちょっと地元から、やは

りすばらしい指導者がいるところにはすばらしい選手が育ちますので、ぜひ地元からオリン

ピック選手を出したいなということで、今、穴川でやっていますが、その普及効果を幕張に

も同じようにしていきたい。 

 あと、ふれあい卓球ということは、障害者卓球ですね。きのうも、ちょっと療育センター

さんの障害者教室を拝見、見学してきたですけども、穴川でも２月に開催予定なんですが、

そういう健常者と障害を持った方が同じ時間を共有するというような、やはり私ども、ここ

２年ぐらい前から、障害者、高齢者、それから健常者が同じ場所を共有したものを、そうい

った事業を多く開催したいと考えまして、そういうことを企画しました。 

 また、ヘルマンハープというのは、これは神戸の方なんですけれども、日本でヘルマンハ

ープという、ダウン症のお子さんのために開発されたドイツの楽器をされている方がいらっ

しゃって、それを私が日経新聞で去年の秋に拝見して、熱烈なラブコールによって、それで

千葉県では初となる穴川での公演会、それから、１０月には一日集中講座ということで、千

葉県の方も、ぜひそういったバリアフリーな楽器を普及してくれないかということで、今、

穴川では２月４日に設立準備委員会というのを計画して、地元の方が複数で、もう来年の９

月１４日に川崎のホールで、我々、コンサートを、もうサークル組む前ですけども、コンサ

ートをやるということを前提に、今、計画して動いています。我々、健常者のグループが軌

道に乗ってきましたら、ダウン症とか認知症の方も仲間に入れて、そういった楽団を千葉で

つくりたいなと考えています。 
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○委員  今おっしゃっていただいたこと以外に、これまでの穴川のほうの実績のノウハウ

等で、今後、指定管理者となった場合に導入しようと思う、何かアイデアはほかにあります

でしょうか。 

○京葉美装  やはり清掃関係がやっぱり長い会社ですので、やはり隅々としたところまで

の環境整備というのは特に力を入れていきたいなと。やはり穴川でも、現地説明会のときに

１０団体ぐらいは下見に来てくださったのですけども、私もお聞きして回っていて、本当に

窓のさんとか、本当に手の届かないところもちり一つなく、皆さん、きれいだねとおっしゃ

ってくださって、実際、清掃とか、環境美化に関しては力を入れたいと。 

○京葉美装  特にあいさつの励行、また、そして、利用者さんの安全な居場所の確保とい

うことで、動線に沿って危険なところがないように、安全に対する注意をやりたいと。そう

いった利用スペースを確保したいなと思っております。 

○部会長  ほかにありませんか。 

○委員  様式３３号の中で、５８ページに事務費別の欄の中で光熱水費という項目がある

のですが、２３年度から２７年度まで、かなり差があるんですね。これは具体的にはどんな

方法でこうなるのでしょうか。 

○京葉美装  事務費の中の下がる要素としましては、水道光熱費、こちらのほう、私ども

も、当初の初年度に現状の指定管理者さんが予算として組んでいるものよりも１０％ほど、

我々のリスク分担ということで減らしています。その分を、やはり我々が入り込んだときに、

いろいろな省エネとか、いろいろなものを考えながら、毎年、毎年、削減していきながらや

っていければということで、ここの減っていく内容は水道光熱費の部分が主です。 

○委員  ほかにはないですか。それだけですか。 

○京葉美装  主に数字上はですが。 

○委員  この数字上でそれだけを考えてつくられたというふうに。安くなるのは大変結構

なことです。 

○京葉美装  我々はビルメンテナンス会社ですから、いろんな電気の無駄な範囲というか、

いろいろ勉強しながら。 

○委員  ノウハウですか。 

○部会長  ほかにどなたか、ございますか。 

○委員  今回、複数の施設に対して応募していますけれども、仮に全部、指定管理者とな

った場合、実際に管理運営は可能でしょうかね。 

○京葉美装  可能な数で絞って応募させていただいております。 

○委員  １００％大丈夫ということですね。わかりました。 

○部会長  ほかに何かご質問はございませんか。 

 よろしいですか。 

 きょうは、京葉美装さんのヒアリングはこれで終了させていただきます。 

 きょうは、ご出席どうもありがとうございました。 

 なお、選考結果については、本年１２月下旬に通知する予定です。 

 

（株式会社京葉美装 退室） 

 

（採点） 

 

○事務局  それでは、発表いたします。 

 得点の集計結果でございます。 
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①三菱地所、総得点５７７点、平均１１５．４、 

 ②京葉美装、総得点５４０点、平均１０８．０、 

 ③Fun Space・オーチュー共同企業体、総得点５２０点、平均１０４．０、 

 ④Ａ社、総得点５０９点、平均１０１．８、 

 ⑤Ｂ社、総得点４０４点、平均８０．８、 

でございます。 

これを踏まえて、ご協議お願いいたします。 

○部会長  今、私のほうからお話ししますけれども、そうですね、こういう配点でまた再

審査をやっても、結果は同じだと思いますので、これに決定したらいいのかなと思いますが、

いかがでしょうか。第１順位が三菱地所、第２順位が京葉美装、第３順位が５２０点の Fun 

Spaceですね。 

 

（異議なし） 

 

○事務局  それでは、候補予定者、三菱地所の理由なんですが、個別事由としましては、

どのような事由になりますでしょうか。 

○部会長  個別事由ですか。 

○事務局  どんなところがよかったかという。 

○部会長  そうですね、非常にプレゼンもうまいし、総合的に見て、確かに京葉美装さん

よりは幾らかは高いですけれども、ほかのいろんなサービスを勘案すると、三菱地所さんが

一番いいということで、どうですか。 

○委員  やっぱり課題認識がしっかりしているということと、その課題に対して、対応策

として自分たちはどんなことをしていくのかというのが、具体的に提案されていたかなと思

います。 

○部会長  選定理由は、以上のようなことでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○事務局  それでは、今後のスケジュールに移ります。 

 今後のスケジュールですが、本日、第１順位から第３順位までの指定管理候補予定者を決

定となりました。その結果については、プレゼンの中でおっしゃっていましたように、１２

月の下旬に各候補者、応募者に一斉に通知をいたします。 

 それを受けて、結果通知を受けて、予定候補者との仮契約を１月の下旬に締結をさせてい

ただきます。 

 その後、２３年の第１回議会に、２３年度の指定候補者としての議会の締結の上程をさせ

ていただきます。それが２月になります。３月に本契約と。議会終了日が本契約ということ

になろうかと思いますが、本契約を結んで、２３年４月から、第１候補者であれば、その者

と指定管理を進めていくという日程になります。 

 以上でございます。 

○事務局  何かご質問があれば。よろしゅうございますか。あと、委員さんにお願いする

のは、今度、評価です。 

○事務局  評価については、２３年度がしばらく動いてから、また、申しわけございませ

ん。市民総務課の指示で評価をしていただきますので、よろしくお願いします。そのときに

は、また別途、ご案内を申し上げます。何とぞよろしくお願いします。 
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○委員  評価の大体の時期とか、また、これぐらいの時期とか決まっていますか。 

○事務局  ４月から運営しますので、運営をしばらくしてからと思いますので、多分なん

ですけども、３カ月か、４カ月か、半年ぐらい後になろうと思います。 

○司会  部会長さんには、長時間の議事進行ありがとうございました。 

 最後に、区長よりお礼と閉会のごあいさつを申し上げます。 

○花見川区長  どうも皆さん、きょうは一日、長い間ありがとうございました 

 

（区長あいさつ） 

 

 


