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平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回緑区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月２日（月）午後２時～午後３時 

２ 場所：千葉市緑区役所５階 会議室 

３ 出席者 

 （１）委員 

  木頭信男委員（部会長）・小川真実委員（副部会長）・鶴見 泰委員・豊田洋祐委員 

・森山源次委員 

 （２）事務局 

  大曽根緑区長・鈴木地域振興課長・植草地域振興課長補佐・高橋振興係長・折戸担当 

４ 議題 

（１）施設の概要について 

（２）募集要項、管理運営の基準について 

（３）審査項目（配点）について 

（４）提案様式集について 

（５）今後のスケジュールについて 

（６）その他 

５ 議事の概要 

（１）施設の概要について 

   今回募集の２つの施設の概要について説明する 

（２）募集要項、管理運営の基準について 

   募集要項、管理運営の基準について説明する 

（３）審査項目（配点）について 

   審査項目（配点）について説明する 

（４）提案様式集について 

   提案様式集について説明する 

（５）今後のスケジュールについて 

   今後のスケジュールについて説明する 

   第２回の部会は１２月６日を予定する 

（６）その他 

   なし 

 

６ 会議経過 

○司会 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきましてまことにあ

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年度千葉市市民局

指定管理者選定評価委員会第１回緑区役所部会を開会いたします。申しおくれましたが、

私は本日の司会を務めさせていただきます地域振興課の植草と申します。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けれども、市の情報公開条例第２５条に

基づき、公開されております。なお、本市では、九都県市首脳会議における「地球温暖
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化防止キャンペーン」の一環として、「夏のライフスタイルの実践」を実施しておりま

す。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。なおまた、議事録

を作成するため、本会議については録音をさせていただきますので、ご了承をお願いい

たします。それでは、開会に当たりまして、本日の会議の所管区長でございます緑区長

の大曽根からごあいさつを申し上げます。 

 

○緑区長 皆さん、お暑い中、本当にありがとうございます。緑区長の大曽根と申します。

よろしくお願いいたします。本来であれば、熊谷市長からごあいさつを申し上げるべき

ところではございますけれども、本日、所用により出席できませんので、かわりに私の

ほうからごあいさつを申し上げます。委員の皆様方には、千葉市市民局指定管理者選定

評価委員会緑区役所部会にご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、

日ごろより市政、とりわけ緑区の行政に対しましては、深いご理解とご協力を賜ってお

りますことを、この場をおかりいたしまして、心より御礼を申し上げます。また、この

たびは、緑区役所部会臨時委員へのご就任をご快諾いただきましたご３名の方、本当に

ありがとうございます。ここで、臨時委員の皆様お一人おひとりに、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いてお

ります。ご了承を賜りたいと存じます。さて、本市は本年３月に指定管理者の選定等に

関する条例を定めまして、公の施設の指定管理予定候補者の選定に関しまして、財務、

法務等の専門家や学識経験者等の皆様によって組織されました選定評価委員会を設置

し、選定過程の透明性を図ることといたしました。そこで、市民局では、去る７月１６

日に最初の指定管理者選定評価委員会を開催いたしまして、本部会の設置や臨時委員の

任期について決定したところでございます。これを受けまして、本日から本部会は本格

的な審議に入ることとなりました。緑区では、鎌取コミュニティセンターと土気あすみ

が丘プラザの二つの公の施設がございまして、平成２３年度は両施設について、平成１

７年度に引き続き指定管理者を選定する予定でございます。委員の皆様方には、短期間

でのご審議、採点等でお手数をおかけいたしますが、豊富なご経験と高い識見により、

最適な指定管理予定候補者の選定をお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○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

員会を設置し、第１回目の緑区役所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、お手元の千葉市市民局指定管

理者選定評価委員会緑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

いただきますが、最初に、木頭さんにおかれましては、ただいま遅れておりますので、

後ほど見えられましたらご紹介させていただきます。最初に、千葉大学法経学部准教授

の小川真実委員でございます。 

 

○委員 千葉大学法経学部准教授、小川でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

○司会 次に、臨時委員のご紹介をいたします。弁護士の鶴見 泰委員でございます。 



 

 ―３― 

 

○委員 弁護士の鶴見でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 次に、鎌取コミュニティセンター運営協議会会長の豊田洋祐委員でございます。 

 

○委員 豊田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 最後に、土気あすみが丘プラザ運営協力会会長、森山源次委員でございます。 

 

○委員 森山です。よろしくお願いします。 

 

○司会 以上、５名の皆様のご協力でやっていきたいと思います。続きまして、事務局職

員をご紹介いたします。なお、地域振興課は、事務局と施設所管課を兼ねております。

先ほどごあいさつさせていただいた大曽根区長でございます。 

 

○緑区長 大曽根でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 鈴木地域振興課長でございます。 

 

○緑区地域振興課長 鈴木でございます。よろしくお願いします。 

 

○司会 高橋振興係長でございます。 

 

○振興係長 高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 折戸副主査でございます。 

 

○副主査 折戸でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○司会 私、課長補佐の植草と申します。どうぞよろしくお願いします。以上でございま

す。どうぞよろしくお願いします。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。配付資料は、本会議の次第、席次表、委員名簿、施設の概要について、

募集要項、管理運営の基準について、審査項目について、提案様式集について、最後に

今後のスケジュールについて、以上をお配りしております。不足等がございましたら、

お知らせください。 

 

（資料確認） 

 

○司会 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名中

４名で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
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条例第１０条第２項に基づき、会議は成立しております。それでは、これより次第に沿

って、議事に入らせていただきます。なお、部会長及び副部会長が決定するまでの間、

大曽根区長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） 

 

○司会 それでは、大曽根区長、議事進行をお願いします。 

 

○仮議長 それでは、ご承認いただきましたので、仮議長として会議の進行を務めさせて

いただきます。まだお一人、委員見えていないんですけれども、よろしゅうございます

か。まず、議題に入る前に、本会に係る会議の公開及び議事録の作成についてと、部会

の設置について、臨時委員の任期について、事務局の説明をお願いいたします。 

 

○事務局 ７月１６日に開催された第１回市民局指定管理者選定評価委員会において、参

考１から３の内容が決定されましたのでご報告いたします。それでは、参考１の千葉市

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ますが、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、議事録の案に対する会長

の承認により確定するものとすること。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

ることとするものでございます。それでは、参考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人で行うことは非常に困難であることから、部会を設けて、選定

していくこととし、緑区役所部会を設置しました。表の中の下から２番目でございます。 

 また、部会の議決をもって委員会の議決とするものです。それでは、参考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年とし、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、常任委員の皆様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。 

 

○仮議長 ありがとうございました。木頭委員、お見えになったので。 

 

○司会 先ほど、木頭委員がちょっとお見えになっていませんでしたので、最初に皆様に

ご紹介いたします。公認会計士の木頭信男委員でございます。 
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○委員 木頭です。どうぞよろしくお願いします。 

 

○仮議長 それでは、指定管理者選定評価委員会での決定事項につきましては、ただいま

の説明のとおりでございます。それでは、議事に入らせていただきます。次第の３、部

会長及び副部会長の選出を行います。部会長の役割といたしましては、本部会の議長を

務めていただくほか、部会の招集、議事録の承認、部会での議決事項を選定評価委員会

の会長へ報告すること等、部会の事務を掌理していただきます。副部会長は、部会長を

補佐し、部会長に事故があるときは、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。それではまず、部会長の選出を行いたいと思いますけれど

も、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４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はいらっしゃい

ますでしょうか。初めてお会いになる方々で、それも難しいと思うんですけれども。 

 

○委員 美浜部会では常任の委員から出すようにというご要望を得たので、そういう形で

決まりました。 

 

○仮議長 いかがでしょう。常任委員の方からというようなご発言がただいまありました

けれども、委員、どうでしょうか。 

 

○委員 今日も、ちょっと遅れちゃったのは、当初、午前中だったものですから、ちょっ

と無理に予定を繰り上げまして、遅れまして申しわけありませんでした。一応、何とな

く私が全体の会長ということになりましたので、雰囲気的には私がやるような感じにな

っております。 

 

○仮議長 ありがとうございます。では、木頭委員ということで、木頭委員さんのほうか

らも受けていただけるというようなご発言がありましたけれども、木頭委員を部会長に決

定することについて、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長 それでは、異議がないということでございますので、千葉市市民局指定管理者

選定評価委員会緑区役所部会、部会長に木頭委員と決定させていただきます。次に、副

部会長の選出を行いますが、こちらも互選により選出することとされております。先ほ

ど、常任委員さんからということでございましたけれども、そうしますと、小川委員さ

んということになりますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長 ご異議ないということで、副部会長には小川委員さんと決定させていただきま

す。ありがとうございます。それでは、ここで部会長さん、副部会長さんから一言ごあ



 

 ―６― 

いさつをいただきたいと思います。初めに、部会長さん、よろしくお願いいたします。 

 

○部会長 現在、千葉県の会計士協会の副会長として、第２期目に入りまして、会計士の

ほうも何人かここに属しておりますが、一応、序列的には副会長が、会長は今、ちょっ

と忙しくてできないんですけれども、副会長の私がここの会長ということになった次第

で、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

○仮議長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。続きまして、副部会長

さん、よろしくお願いします。 

 

○副部会長 小川でございます。美浜区に引き続きまして、緑区でも副部会長をさせてい

ただきます。微力ではございますが、最善を尽くして取り組みたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

○仮議長 ありがとうございました。仮議長を務めさせていただきましたけれども、部会

長、副部会長さんが選出されましたので、ここで議長を部会長と交代したいと存じます。

部会長さんには、部会長席にご移動いただきまして、議長をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

 

○議長 それでは、これから始めさせていただきたいと思います。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。次第４、施設の

概要についてに移ります。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 それでは、初めに資料２、施設の概要について、今年度に募集を行います緑区

役所所管の二つのコミュニティセンターについてご説明申し上げます。１ページ、２ペ

ージをお願いします。初めに、鎌取コミュニティセンターですが、平成１１年度に建設

された施設で、コミュニティセンター、緑図書館、青尐年サポートセンター南分室が併

設された複合施設です。敷地面積７，０１９．５７平米、鉄筋コンクリート３階建てで

延べ面積２，７４５．２８平米となっています。開館時間は午前９時から午後９時まで

です。休館日は年末年始の１２月２９日から１月３日までです。次に、土気あすみが丘

プラザですが、平成４年度に建設された施設でコミュニティセンター機能と、緑図書館

あすみが丘分館が併設された複合施設です。敷地面積４，９９９．４３平米、鉄筋コン

クリート３階建て、延べ面積は約４，５８６．０９平米となっております。開館時間は

午前９時から午後９時までです。休館日は年末年始、１２月２９日から１月３日までで

す。なお、両施設は後ほど見学をしていただきます。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、何かご質問はございますか。よろしいで

しょうか。 

（な  し） 
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○議長 それでは、次に進みたいと思います。次第５、鎌取コミュニティセンター・土気

あすみが丘プラザの募集要項、管理運営の基準について、次第６、審査項目（配点）に

ついて、次第７、提案様式集については、関連がありますので、一括して事務局から説

明をお願いいたします。 

 

○事務局 初めに、資料３の募集要項についてのご説明を申し上げます。この要項では、

募集の趣旨や指定管理業務の内容、応募手続、審査選定など、募集の骨格が定めており

ます。そのうち、主な点についてかいつまんで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います。具体的には、指定管理

者制度導入に係る経緯等が記載されています。次に、３ページをごらんください。３の

公募の概要ですが、管理対象施設、指定管理期間、業務の内容、選定の手順について定

めたものであり、ごらんのとおりでございます。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等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

の貸し出し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、

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

催事業を初めとした自主事業について定めております。また、続く、６の市の施策等の

関係ですが、市にかわって公の施設を管理するものとし、市の施策を理解し、市の趣旨

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や環境への配慮、災害時対応などについて

定めております。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、このうち（１）の

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や警備に

係る具体的な基準内容等の説明や参考資料の配付を行うことから、応募者においては必

ず出席することなどを定めたものです。次に、応募に関する事項については、省略させ

ていただきまして、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

入したものとして、次ページ、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、大幅な利益の額の還元方策等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等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次審査項目等がござい

ます。最後に、別資料でご説明いたしますが、全庁的に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。次に、提案書の書式、資料５一式を添付してございます。こ

ちらも全庁的なひな形をもとに、各課その所管する施設の特性に応じて編集等をしたも

ので、各課とも、基本的には違いはございません。募集要項につきましては、以上とな

ります。続きまして、資料３、管理運営の基準について、かいつまんでご説明申し上げ
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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等に

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いて明示す

るとともに、利用時間や職員の配置、使用許可、施設の使用受け付け、避難所の対応な

どを定めたものでございます。また、５ページの最初の行の（６）コミュニティセンタ

ーの運営懇談会の運営補助でございますが、コミュニティセンターの運営のあり方等に

ついて、利用者や地域の代表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

いまして、具体的な管理の仕様等は、説明会で説明及び参考資料配付を行うこととして

おります。次に、８ページの４の経営管理業務基準でございますが、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ページの５の、その他の業務でございま

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。最後に、７の留意事項でございますが、施設

の運営や管理に関すること、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、管理運営の基準につきまして、かいつまんでご説明申し上げ

ました。次に、基本協定についてご説明申し上げます。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す、いわる契約書に準ず

るものでありまして、市と指定管理者の間で、委任する業務の細目的事項について、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、ごらんいただいているものは、

その基本となるものでございます。この協定書の内容については、業務内容など詳細が

必要な項目については、協定書にすべて書き込むものではなく、別途仕様書を作成して

添付することとなります。なお、緑区役所部会の所管で使用する協定書については、指

定管理者制度に係る庁内の所管課である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。具体的な構成は、趣旨や協定の意義、定義などを定めた総

則、自主事業、管理業務の範囲、管理の基準等、関係法令等の遵守、情報の公開、許認

可等の取得等、人員の確保、労働者の安全の確保等、緊急時の対応等について定め、事

業計画及び事業報告に係る定め、管理業務の実施に係る定め、モニタリングに係る定め、
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利用料金及び委託料に係る定め、指定の取り消し等に係る定め、損害賠償に係る定め等

で構成されております。次に、審査の基準についてご説明いたします。資料４をごらん

ください。先ほどご説明いたしました募集要項、１５ページに記載している第２次審査

の審査項目に審査の視点を加え、より詳細に審査項目を定めたものであり、１１月の部

会において採点を行っていただく際に使用するものでございます。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項目については、倍の１

０点として設定しております。配点を１０点としたのは、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、利用促進、施設管理の執

行体制、収入支出見積もりの妥当性、管理経費の低廉化の８項目です。評価の方法です

が、審査項目表の上部をごらんください。５段階の絶対評価で配点が５点の項目につい

ては、３を普通とし、すぐれていれば４、非常にすぐれていれば５、逆に劣っていれば

２、非常に劣っていれば１とし、配点が１０点の項目については、６点を普通とし、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くこととしています。合計点数は１５０点満点となっており

ます。説明は以上でございます。 

 

○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 済みません、鎌取コミュニティセンターと、土気あすみが丘プラザですが、一応、

千葉市に在住ないし、千葉市で勤務を持っている人たちが主たる利用者なんですか。だ

けど、実質的には、各地区ごとにコミュニティセンターがあるから、実質的には各区の

人たちですよね。 

 

○事務局 区内の在住もしくは在勤となります。 

 

○委員 そうしたときに、この全体の資料なんですけど、市内の産業振興とかってあるん

ですけど、それは場合によっては区というふうに読みかえてもいいんですか。そっちの

ほうが妥当じゃないですか。実質的には各区にコミュニティセンターってあるわけだか

ら、各区の産業振興とかのほうが場合によっては優先されるんじゃないかなというふう

には考えたんですけど。そうなった場合に、各区の独自性って出てくるのではないかな

というのがずっと疑問に思っていて、その視点が採点基準の中で、実質的なところで反

映されるのではないか。そうなると、各区の区長の施策の考え方というのがポイントに

なってくるんじゃないかなというふうに思う次第です。 

 

○議長 各区というのを、各区長というのは、これは千葉市の任命事項でしたっけ。千葉

市の市長の辞令になるんでしたっけ。 

 

○事務局 千葉市長の辞令ですね。 

 

○議長 職員が、例えば、いろんな区の区長になるということですよね。ですから、一番
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トップには千葉市長の考え方が全部反映されるということですよね。 

 

○事務局 そうですね。政令市のほうは、市の中に区があって、東京都と、特別区とちょ

っとその辺が違うところですね。 

 

○議長 そうですね。 

 

○事務局 あと今、産業振興とおっしゃったんですか。 

 

○委員 あと利益等の関係性も考えられると思うんですが。 

 

○議長 そうですね。 

 

○事務局 区役所に、そういう部署が現在ないんですね。その辺をどう入れていくかとい

うことですね。 

 

○委員 例えば、資料を読んでみると、市内産業の振興として、本施設の管理を行うに際

し、一部を第三者に委託し、請け負わせる場合は、市内業者を対象とするとあるんです

が、仮にですよ、緑区のお仕事を美浜区、花見川区の業者に任せると、時間的なロスと

かもありますよね。そういうようなことじゃないんですかね。だとすると、区というふ

うに置きかえたほうが、より利用者の視点からでいうと身近に感じるし、利益の還元と

いっても、実質的に利用されているのが緑区であれば、緑区在住・在勤の方だから、そ

ういった人たちの利便性に合ったものが問われるんじゃないかなと思う次第です。とな

ると、各区の自主性とか、裁量というのもある程度考えていかなければならないのでは

ないかと思う次第なんです。 

 

○議長 例えば、過去の事例ですと、緑区の指定管理業者にほかの区の業者が選ばれたと

いうような実績はあるんですか。 

 

○事務局 現在の指定管理者は、東京の業者なんです。あすみが丘のほうは東急がつくり

まして、千葉市が寄附を受けたということで、よく施設を知っているということなんで

す。前回は東急の関連の事業者が入っている。 

 

○議長 東急の関連の事業所というのは、所在はどこに。 

 

○事務局 東京です。 

 

○議長 東京ですか。それは別に。 

 

○事務局 営業所は千葉にあります。 
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○議長 それは別に、じゃあ、指定管理業者はこだわるということではないわけですね。 

 

○事務局 そうですね。ただ、今、委員さんにご指摘いただいたように、地元のほうでそ

れに見合う能力のあるところが出てくれば、それは考慮していただいたほうが、よりい

いのかなとは思いますけれども。 

 

○議長 それからもう１点いいですか。つい最近、千葉市の職員で退職された方が、三十

二、三人おられて、こういう指定管理業者に天下ったというか、そこに転職された方が

いると。そういう人がいるところの業者については、今回からではないですけれども、

従来配慮してきた実績がありますか。 

 

○事務局 実際、すべて公募でやっていますので、配慮はしてないとは思います。 

 

○議長 ただ、配慮はしないけれども、何となく高得点をつけたというような意識はある

んですか。 

 

○事務局 そういうことがないようにしているはずなんですけれども。 

 

○議長 ああ、わかりました。 

 

○事務局 前回は市の職員が選定委員に入っていまして、それで、今、部会長さんがおっ

しゃったように、市の職員が高得点をつけて、いわゆる外郭団体へ入れたんじゃないか

というような、そういうご意見は実際にあります。 

 

○議長 じゃあ、そういうことを避けるたに、今回のこの委員会が発足したと、そういう

ふうに考えてよろしいですね。 

 

○事務局 はい、全部外部の委員さんでお願いして、疑いさえかけられないようにお願い

している次第でございます。 

 

○委員 １７年の前回の場合は、それぞれ立候補は何件ぐらいあったんでしょうか。 

 

○事務局 鎌取が５社です。鎌取コミュニティセンターが５社で、土気あすみが丘プラザ

が３者です。 

 

○委員 わかりました。 

 

○委員 審査基準の中で、利益等の還元というのが新設されるんですよね。それのとらえ

方がなかなかわからなくて、先ほどから申し上げているんですが、だから利用者に還元
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するような形であれば、緑区の鎌取・土気の意見が反映されるべきだと思います。だけ

ど、市に還元されるのであれば、極端な話、美浜区でも使っていいわけじゃないですか。

それだと、ここに参加されている地域から選出されている臨時委員の方々の見解も反映

されないので、その辺が利益等の還元については慎重な取り扱いというか、もうちょっ

と検討を要したほうがいいのでないかなというふうに思うんですけれども。 

 

○事務局 今回から利用料金制度というのが入りまして、当然お金が、全体で１億 8 千万

円位上がるだろうということで、それをどう使うかということで、実際はまだ、予算査

定時期じゃないんですけれども、上がった分の何割かは施設の改修に充てようじゃない

かというような意見もあるんですけれども、ただ、それがまだ予算査定を受けないと、

契約はできないんです。 

 

○委員 一応、審査項目にこの利益等の還元の方針と入っているから、各区ごとにやっぱ

り求めて、また違ってくるんだろうなと思うので、千葉市全体で決められることなのか

なというふうに、疑問に思うんです。 

 

○事務局 流れとしては、全体で効くようにするか、市に１回吸い上げているというよう

な形で、動いております。 

 

○議長 その業者の市もしくは区に対する利益の還元というのは、一応、割合じゃなく、

絶対額で考えるんですか。 

 

○事務局 その辺も、今回の提案の中で、これだけあったら、これだけ市に還元しますよ

と、それもいっぱいいただいたほうが評価が高いのかなということです。 

 

○議長 まあそうですね、確かに。 

 

○事務局 具体的に市はこのぐらい上がったら必ず入れてくださいとか、そういうのは、

この中では入っておりません。それも提案の一つだと考えております。 

 

○委員 お金の話なんですか。それとも、具体的な方策、アイデアのほうなんですか、金

プラスで。 

 

○事務局 還元のほうは、お金の話ですね。 

 

○議長 お金ですよね。 

 

○委員 両方とも見て、複合設備なんですよね。図書館なんか、市が直営でやっている。

あとの設備は指定管理者がやっているんで、その評価とか、そういう自主事業とか、い

ろんな面で違いますし、本やらの配布ね、図書館だったら、そういう部分のあれとか、
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いろいろあって、利用者が絶対的な館の質、例えば休館日とか、そういう扱い、図書を

利用する人にとっては、そういう地域の人たちの利用度とかに対して、指定管理者のほ

うは意見とか、そういうのは全然できないし、市からも直轄事業だから、市の職員が来

てやって、パートさんか何か雇って、図書館を運営している、ここも多分そうだと思い

ますよ。そういう部分で、その部分の面積から絶対的な評価とか、扱い方とか、あれだ

から、我々地域でいて、そういうものについては、どういう評価をするのかとかって、

ちょっと、聞かせていただきたい。そういう部分については。 

 

○議長 利用者に、実際、指定管理者がどの程度、メリットを与えてくれるかということ

も一つの大きな要素でございますね。 

 

○事務局 今のご質問なんですけど、ほかのコミュニティセンターと違いまして、図書館

とか何かは全部複合で入っていまして、今回、図書館等はもう教育委員会の関係ですの

で、指定管理者は手が出せない。あくまでも施設管理、空調やったり掃除したり、その

辺を包括的に管理して、指定管理者で自分でいろんなことを考えてやれるのは、いわゆ

る、ほかと同じコミュニティセンターの部分だけという状況です。 

 

○議長 図書館は除外なんですね。 

 

○委員 そしたら、電気とか空調とか、例えば温度の設定とか、電気料も別に分計ができ

るようにメーターが入っているかといったら、入っていないし、全体で一つのメーター

で電気料を払っているとか、請求に対してね。本当だったら、そういう複合設備だった

ら、全部分計できるように、メーターなんかは別に入っていなければいけないのだけれ

ども、そういう部分はここ５年間やっていない。自分が、設備的なものでちょっとやっ

てるから、いつも聞いたり、見たりしている部分でそういう部分があるなというふうに

思うんですよ。だから、普通のところだったら、ぽんと、例えば今決められている２８

度でやっていますよね。それで上がったら冷房入れるとか、それでなかったら冷房が切

れるとか、そういうふうな自動設定だけど、そしたら電気料とか、そういうものがもっ

と効率的に委託費の中で考えていけるだろうと思う。 

 

○事務局 一応、維持管理費ですから、電気光熱水費をすべて指定管理者が払っている形

です。子メーターとか、そういうものは一切つけておりません。つけておりませんので、

実態とすれば、複合施設ではあっても、施設の維持管理は指定管理者がやるというよう

なことになっております。修理関係もすべてです。両施設に図書館はあるんですけれど

も、図書館については、市の職員が対応します。 

 

○議長 ほかによろしいでしょうか。 

 

（な  し） 
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○議長 それでは、募集要項、審査の配点等に関して、本部会で委員から示された意見や

指示事項については、募集要項に十分反映させていただきたいと思います。それでは最

後に、次第の８、今後のスケジュールについてですが、事務局からご説明をお願いしま

す。 

 

○事務局 それでは、資料６の今後のスケジュールについてをごらんください。まず、表

の一番上ですが、７月１６日に開催いたしました第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、臨時委員の任期等を決定いたしました。次に、

表の上から２番目の本日の緑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、ご意見をいただきました。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す。次に、１１月１日から５日にかけて、指定申請書の受

け付けを行い、第１次審査の結果を１１月１２日に通知する予定でございます。次に、

第２回緑区役所部会を１１月２２日から１２月３日の間に行い、提案書の説明、ヒアリ

ング、採点等を行い、第１指定管理予定候補者を選定していただく予定でございます。

なお、第２回緑区役所部会は、１１月２６日、金曜日に開催する予定でございます。委

員の皆様の今年度の会議は以上となります。その後、１２月下旬に第１指定管理候補予

定者と仮協定を締結し、引き継ぎ等を開始し、翌年２月の第１回千葉市議会定例会に指

定議案を上程、お諮りし、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。 

 

○議長 確認しておきますが、次の回は１１月２２日。 

 

○事務局 ２６日。 

 

○委員 これは本決まりですか、２６日は。 

 

○事務局 の予定でございます。 

 

○委員 １２月６日と、１１月２６日が予定上がったんですね。 

 

○事務局 そうですね。また、これは本課のほうから通知が行くと思うんですけれども。 

 

○議長 １１月２６日、金曜日ですね。 

 

○委員 できれば金曜日以外がありがたいんですが、だめですかね。これ決まっちゃって、

変えられないんですか。 

 

○事務局 みんなが都合がよくないと。 

 

○議長 調整していただいて。とりあえず２６日の午後ですか、午前ですか。金曜日。 



 

 ―１５― 

 

○委員 できれば、ちょっと金曜以外のほうがありがたいんですが。 

 

○議長 それはまたちょっと調整して。 

 

○事務局 じゃあ、先生は１２月２日のほうが。 

 

○委員 １２月２日ですか、６日ではなくて。 

 

○事務局 １１月２５日あるいは１２月２日のどちらかの案が。 

 

○委員 １２月６日で打診されました。 

 

○事務局 １２月６日ですか。 

 

○議長 １２月６日、聞いてないですね。全体の、あそこの美浜ほうは。 

 

○委員 緑区に関しては、１１月２６日あるいは１２月６日で。 

 

○委員 １２月６日のほうがありがたいんです。 

 

○事務局 うちのほうに来たのは、１１月２６日で、ちょっと聞いてもらえないかという

形で。 

 

○委員 どこで決まったかという話は、全然聞いてなかったので。 

 

○議長 前回、最初の時点では、きょうの午前中だったんですよね。 

 

○事務局 ああ、そうなんですか。 

 

○議長 それが急に午後になっちゃって、慌てていておくれちゃった。 

 

○委員 できれば、ちょっと１２月６日のほうがありがたいんです。 

 

○事務局 これは委員さんがそれで一番いいならそれで決めればいいのでは。常任委員さ

んが他の部会も兼ねているので、他に予定が入っている場合がある。 

 

○議長 他の部会も全部入っていると思います。 

 

○事務局 そうじゃなくしてね。 



 

 ―１６― 

 

○議長 常任委員は部会兼ねてます。 

 

○事務局 じゃあ、１２月６日であれば。 

 

○委員 大丈夫です。 

 

○委員 もしかすると、まだわからないんですけど、１２月になるとスケジュール変更に

なっちゃう可能性もあるので、１２月６日のほうがありがたいんですけど。 

 

○議長 当初は１１月２６日、これは消えてないわけ。 

 

○委員 ちょっと、本庁に確認とったほうがいいんじゃないですか。 

 

○議長 そうですよ、本庁と調整したほうがいいですよ。 

 

○委員 どうしても、入らないんであれば、こちらも調整しますが。 

 

○事務局 本庁のほうでも、２６日に確認してあるから、臨時委員の方に２６日でよいか、

聞いてくれということで、了解を得てあれしたんですけども。 

 

○委員 だって、そのときだめだったら、この日ということで駄目だったらどうすると言

ってました。 

 

○事務局 もうこっちは確認済みなので、あと二人に確認すればいいという話だったので。 

 

○委員 定足数は幾つでしたっけ、この会は。 

 

○事務局 ３です。 

 

○委員 いいですか。万一、これ一番大事な日だと思うんですけど。 

 

○議長 だけど、そうですね。３だったら、オーケーにはなりますけど。 

 

○事務局 やっぱり全員そろったほうが。 

 

○議長 そろったほうがいいんですけれども、だけど。 

 

○委員 一応、揃っておかないと、後々面倒でしょう。 

 



 

 ―１７― 

○議長 とりあえず今、先生は、１２月６日のほうが。 

 

○委員 ありがたいんですが、１１月２６であれば、もしかすると、暇になるかもしれな

いので、一応。 

 

○事務局 １１月２６日でもよいかもわからないけれども。 

 

○委員 一応、ちょっとここは、予定が入っちゃう可能性がありますということだけで。 

 

○議長 第１候補は、１２月６日で。 

 

○委員 これはどっちになるかって話は聞いてなかった。 

 

○議長 じゃあ、それ確定していれば。そのほうがありがたいですね。 

 

○委員 月曜日でしょう。 

 

○事務局 月曜日です。 

 

○委員 時間は。 

 

○事務局 時間は１日かかる。応募者によりますのでね。何社来るかに。 

 

○議長 じゃあ、一応１２月６日、ずっとあけときます。 

 

○委員 仮に１社の場合って、やるんですか。応募が１社の場合はやるんですか、やらな

いんですか。 

 

○議長 それは再公募するんじゃないですか。 

 

○委員 再公募になるんですか。 

 

○議長 １社じゃあしょうがないです。公募の意味がないですから。 

 

○委員 どうしても、ちょっと変えれなければ２６日で結構ですので。 

 

○議長 では、結論としては、１２月６日か２６日か。何かございますか。そのほかに。 

 

（な  し） 

 



 

 ―１８― 

○議長 それでは、皆様のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了しました。この

後、施設見学会になりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

それでは、事務局にお返しします。 

 

○司会 本日は、大変お忙しい中、長時間にわたりまして慎重審議、まことにありがとう

ございました。以上をもちまして、平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第１回緑区役所部会の会議を閉会いたします。 


