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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回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年７月３０日（金） 午後２時～午後４時 

 

２ 場所：千葉中央コミュニティセンター６階 ６１講習室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

篠原榮一委員（部会長）、稲垣總一郎委員（副部会長）、 

新谷周平委員、早川恒雄委員、桝潟俊子委員 

（２）事務局 

藤原市民部長、朝生市民総務課長、南雲市民総務課総括主幹、久我市民総務課長 

補佐、野本総務係長、小高主査、吉川主事、土谷主事、平野主事、矢永主事、 

   仲田地域振興課長、田野地域振興課長補佐、深山交通安全係長 

 

４ 議題： 

（１）第 1 回千葉市市民局選定評価委員会における決定事項について 

（２）部会長、副部会長の選出について 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項ついて 

（４）今後の審議予定について 

 

５ 議事の概要：  

（１）第 1 回千葉市市民局選定評価委員会における決定事項について 

  「会議の公開及び議事録の作成等について」「部会の設置について」「臨時委員の任期

について」決定したことを事務局が報告した。 

 

（２）部会長、副部会長の選出について 

  委員の互選により、篠原委員を部会長に、稲垣委員を副部会長に選出した。 

 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項ついて 

  千葉市中央コミュニティセンター、及び千葉市路外駐車場について、募集条件、審査

配点等に関する審議を行った。 

 

（４）今後の審議予定について 

  市民・文化部会の今後の審議予定について、事務局が説明した。 

 

６ 会議経過： 

○司会  大変お待たせいたしました。定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

 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、また、本日は朝早くか
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ら施設の見学をしていただきまして、ありがとうございました。 

 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回市民・文化

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、市民総務課課長補

佐の久我と申します。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が、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、現在、傍聴人の方はいらしておりません。 

 なお、九都県市首脳会議における「地球温暖化防止キャンペーン」の一環としまして、

「夏のライフスタイルの実践」を実施しており、職員は軽装とさせていただいております

ので、ご了承ください。 

 それでは、開会に当たりまして、本日の会議の所管部長でございます、市民部長の藤原

からごあいさつを申し上げます。 

○市民部長  市民部長の藤原でございます。本日は朝早くから、また、お暑い中、施設

見学、大変お疲れさまでございました。 

 本来であれば、熊谷市長がごあいさつ申し上げるところでございますが、所用のため参

れませんので、大変僣越ではございますが、代わりましてごあいさつ申し上げます。 

 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市民・文化部会にご出席い

ただき、まことにありがとうございます。また、日ごろより、市政各般にわたり多大なる

ご支援・ご協力を賜っておりますこと、この場をおかりしまして、深く感謝を申し上げる

とともに、ご就任をご快諾いただきましたこと、厚く御礼申し上げる次第でございます。 

 なお、委嘱状につきましては、選定評価委員会の皆様には、既に過日の委員会でお渡し

させていただきましたところでございますが、ここで、臨時委員の皆様につきましても、

本来であれば、お一人おひとりに委嘱状をお渡しすべきところでございますが、あらかじ

めお手元にお配りさせていただきましたので、何とぞ、ご了承賜りたいと存じます。 

 さて、本市におきましては、公の施設の管理に関しまして、本年３月に「指定管理者の

選定等に関する条例」を定め、財務、法務等の専門家や学識経験者の皆様によって組織さ

れました本委員会を設置し、指定管理者の選定過程の公平性を図ることとなった次第でご

ざいます。 

 市民局では、先日、７月１６日に第１回目の指定管理者選定評価委員会を開催し、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。 

 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

ご経験と高いご見識により、次期指定管理者予定候補者のご選定をいただきますよう、お

願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

 本日は、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回目の市民・文化部会でございます

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、青いファイルの中の１枚をおめくりいただき、資料１の「千葉市市民

局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会委員名簿」をごらんください。名簿の順にご

紹介させていただきます。 
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 最初に、選定評価委員会の委員さんからご紹介いたします。公認会計士でいらっしゃい

ます、篠原榮一委員でございます。 

 次に、弁護士でいらっしゃいます、稲垣總一郎委員でございます。 

 続きまして、臨時委員さんのご紹介をいたします。千葉大学教育学部准教授でいらっし

ゃいます、新谷周平委員でございます。 

 次に、千葉市文化連盟会長でいらっしゃいます、早川恒雄委員でございます。 

 次に、淑徳大学コミュニティ政策学部教授でいらっしゃいます、桝潟俊子委員でござい

ます。 

 以上、５名の皆様でございます。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 なお、市民総務課は、選定評価委員会の事務局と中央コミュニティセンターの施設の所

管課を兼ねておりますので、あわせてご紹介いたします。 

 藤原市民部長でございます。 

 朝生市民総務課長でございます。 

 南雲総括主幹でございます。 

 野本総務係長でございます。 

 小高主査でございます。 

 吉川主事でございます。 

 土谷主事でございます。 

 平野主事でございます。 

 矢永主事でございます。 

 私は、課長補佐の久我でございます。 

 次に、路外駐車場の施設所管課でございます地域振興課の職員をご紹介いたします。 

 仲田地域振興課長でございます。 

 田野課長補佐でございます。 

 深山係長でございます。 

 最後に、文化施設の所管課でございます文化振興課の小倉課長でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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。 

 配布資料は、お手元の左に、まず、席次表をお配りしております。 

 次に、青いファイルに綴ってございますが、まず、次第、次に資料１「千葉市市民局指

定管理者選定評価委員会市民・文化部会委員名簿」でございます。 

 資料２「指定管理予定候補者選定の流れ」でございます。 

 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につ

いて。 

 資料３－２部会の設置について。 

 資料３－３、臨時委員の任期について。 

 資料４－１千葉市中央コミュニティセンター指定管理者募集要項（案）。 

 資料４－２千葉市中央コミュニティセンター管理運営の基準（案）及び千葉市中央コミ

ュニティセンターの管理に関する基本協定書（案）。 
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 資料４－３千葉市中央コミュニティセンター採点表の案。 

 資料４－４千葉中央コミュニティセンター指定管理者評価シート。 

 資料４－５千葉市中央コミュニティセンター指定管理者運営状況確認表。 

 資料５－１千葉市路外駐車場指定管理者募集要項（案）。 

 資料５－２千葉市路外駐車場管理運営の基準（案）及び千葉市路外駐車場の管理運営に

関する基本協定書（案）。 

 資料５－３千葉市路外駐車場の採点表（案）。 

 資料５－４千葉市路外駐車場指定管理者評価シート。 

 資料５－５千葉市路外駐車場指定管理者運営状況確認表。 

 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。おそろいでしょうか。 

 不足等ございましたら、お知らせください。よろしいでしょうか。 

 続きまして、会議の成立について、ご報告をいたします。 

 本日の出席委員は、５名中５名、全員ご参加、ご出席いただきまして、半数を超えてお

りますので、「千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第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、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、藤原市民部長が、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、藤原部長、議事進行をお願いします。 

○仮議長  改めまして、市民部長の藤原でございます。よろしくお願いいたします。 

 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。ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 まず、議事に入る前に、本会に係る概要と指定管理予定候補者選定の流れについて、事

務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  市民総務課総括主幹の南雲でございます。 

 初めに、本会に係る概要でございます。 

 まず、「指定管理者制度について」でございますが、平成１５年の地方自治法改正により、

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

して、民間事業者なども含めた幅広い団体にゆだねることを可能としたものでございます。

多様化する住民ニーズにより、効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の

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

としているものでございます。 

 本市では、平成１７年度の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

施設について、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

された施設につきましても、随時、導入しているところでございます。 

 また、先ほど部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」
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を定め、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。 

 平成１８年度に導入した施設につきましては、来年、平成２３年３月末で任期が満了と

なり、今年度に募集等を行うことになりますが、市民局の公の施設では、２０施設につい

て、次期指定管理予定候補者の選定が必要となります。そのため、委員の皆様にお願いす

るものでございます。 

 なお、他の部局から見まして、市民局は対象となる施設の数が大変多く、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たところでございます。 

 続きまして、指定管理予定候補者選定の流れについて、ご説明いたします。 

 それでは、「資料２」の「指定管理予定候補者選定の流れ」をご覧ください。よろしいで

しょうか。 

 まず、表の一番上でございますが、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

定いたしたところでございます。 

 次に、表の上から２番目の本日の市民・文化部会でございます。先ほどまで各施設を見

学していただいたところでございますが、この後、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きたいと思います。 

 今後の予定でございますが、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付を行い、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３回、第４回市民・文化部会を１１月２２日、２４日に行い、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。 

 また、あわせて、非公募である、美術館の提案書についても意見聴取を行う予定でござ

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月下旪に、第１指定管理予定候補者と仮協定を締結し、引き継ぎ等を開始

いたしまして、来年２月の第１回千葉市議会定例会に指定議案を上程し、お諮りした上で

議決をいただいた後、基本協定を締結いたすものでございます。 

 以上でございます。 

○仮議長  指定管理予定候補者選定の流れにつきましては、今の説明のとおりでござい

ます。 

 それでは、早速ですけども、議題に入らせていただきます。 

○委員  尐しよろしいでしょうか。今のこの資料２をずっと見ていくと、この第１回の

選定委員会の部会が決まり、その後ずっとつながって、例えば第１候補者をこの部会で選

んで、それをもう一遍、選定委員会にかけるとか、もうそういう手続はないということな

んですね。この部会の決定が、いわゆる千葉市の指定管理予定候補者の決定と、そういう

ことになってしまうということなんですね。 

○事務局  はい、そうでございます。 

○委員  そうすると、選定評価委員会って何をやるのですか。この部会で何か決めたら、
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それで終わりということなんですか。そういう理解でいいのですね。ここで議論すべきこ

とではない思いますが、そういうことでいいのですか。 

○事務局  次の議題１で、その選定委員会で行われた内容を説明しますので、そこでお

聞き取りいただけると思います。 

○委員  いずれにしても、この部会の流れとしては、これはもうファイナルであって、

ここで決めたら、それがもう答申ということだと、そういう理解でいいわけですね。 

○事務局  そのとおりでございます。 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

○仮議長  では、議題１の「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、事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局  それでは、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

員会におきまして、資料３の内容が決定されましたので、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管理の公開及び議事録の作成

について」をご覧いただきたいと思います。 

 初めに、「１の会議の公開の取り扱い」についてでございますが、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、会議の全部又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又は

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も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」をご覧いただきたいと思います。 

 市民局のように、多くの指定管理者の選定を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、中央区役所部会については、委員会の所掌事務のうち、中央区役所の各課が所管

する施設に係るものに関する事項の審議に関すること、としております。 

 以下、花見川、稲毛、若葉、緑、美浜の各区役所部会については、それぞれの区役所の

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としております。 

 また、部会の議決をもって委員会の議決とするものでございます。 

 次に、「資料３－３ 臨時委員の任期について」をご覧ください。 

 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、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。 
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○仮議長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問等ございましたら、お願

いしたいと思います。 

○委員  今の委員と尐し関連した質問なんですが、恐らく、この評価委員会は、２年に

一度しか開かなくていいのかなという感じなんですか。いわゆる任期が来たら務めて、あ

とはほぼ部会でできてしまうという、よく部会を設けるときに、委員会でこういうことを

決めて、部会ではこういうこととかあるんですけど、これだとないから、ほとんど全部、

部会で決まってしまうのかなというふうに。今後のいわゆる具体的な審議、だから、大枠

はです。そういう理解。 

○委員  そういうことですね。今、聞いたら、資料３の一番下に、部会の決議をもって

委員会の決議とするというふうに委員会が決めたんだから、そういうことだという理解で。 

○委員  ここで決まらないということもめったにはない。それは想定しないほうがいい

と。 

○委員  ないと思いますけどね。 

○仮議長  ほかに何かございますでしょうか。 

○委員  臨時委員の任期は２年とするで、ただし、委員の任期は超えることができない。

２年と、委員の再任は認めないということで、そういうことでいいわけですね。そういう

表現のほうがわかりいいですよね。 

○事務局  両委員の方々の任期の満了日が、先ほどご説明しましたように、平成２４年

７月１５日でございますので、その任期を超えることはできないということでございます。 

○委員  そういう意味なんですか。委員というのは、部会委員、臨時委員と分けてある

わけですね。よくわかりました。 

○仮議長  ほかにございますでしょうか。 

 なければ、次に進めさせていただきます。議題２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、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。 

 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

等に関する条例第１１条第４項」に基づきまして、互選により選出したいと思います。ど

なたか立候補、あるいは推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員  やはり委員の人から選ばれるのが普通だと思いますから、事務局でご指名いた

だければと思います。 

○仮議長  委員の方々からご意見は。 

○委員  お二人しかいないので。 

○仮議長  委員のほうから。 

○委員  二人で分け合う。 

○委員  先生が見識も豊富な方ですから、先生にお願いしたいと思います。 
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○委員  今回は、尐し僣越ですけど、僕がやります。 

○仮議長  篠原委員に部会長をお受けいただけるようなお話でございます。それでは、

篠原委員を部会長に決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会の部会長

に篠原委員を決定させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、副部会長という形で、先ほど、稲垣委員がお引き受けいただけるようなお話がご

ざいました。それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、稲垣委員を副部会長に決定してよろしいということなので、千葉

市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会の副部会長に稲垣委員を決定させてい

ただきます。 

 ご協力ありがとうございました。 

 それでは、ここで、部会長と副部会長に一言ごあいさつをいただきたいと思います。 

 初めに、部会長にお願いいたします。 

○部会長  先ほどの説明だと、部会長、結構大変だなということと、この委員会と言い

ながら、条例に基づいた委員会で、結構大変だなということはわかっているんですが、一

生懸命に、実のある審議で、より効果のある結論が出ればなと、それにサポートできれば

と思っていますので、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。 

 続きまして、副部会長、お願いいたします。 

○副部会長  先生を補佐してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○仮議長  私は、仮議長を務めさせていただきましたが、ただいま、部会長、副部会長

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。 

 部会長には、部会長席に移動していただきまして、議長をお願いしたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○部会長  それでは、部会長に選ばれましたので、これから議長をさせていただきます。

いろいろと大変だなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 それで、まず、議題３の「募集条件、審査配点等に関する事項について」ですが、議題

３については、非公開の案件になっていると思うのですが、今、傍聴人はいない。 

○事務局  いらっしゃいません。 

○部会長  このまま進めていきます。 

○事務局  事務局のほうからご説明させていただきます。 

 先ほど、資料３のところでご説明いたしましたが、募集条件、審査基準に関する事項の

審議に当たりまして、非公開に該当するものでございます。 

○部会長  それでは、これから非公開ということで、よろしくお願いいたします。 



 

 ―９― 

 それでは、議題３についての所管課からの説明をお願いいたします。 

 まず、中央コミュニティセンターについて、お願いします。 

○市民総務課長  市民総務課長の朝生でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の青いファイルの資料４－１をお開き願えますでしょうか。 

 「千葉市中央コミュニティセンター指定管理者募集要項（案）」でございます。 

 １枚おめくりいただきますと、本編となっております。 

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

集の骨格を定めております。指定管理者制度を所管しております、行政改革推進課が全庁

的に標準的なひな形としているものを使用しておりまして、それにコミュニティセンター

の特性等を加味したものでございます。 

 主な点につきまして、かいつまんでご説明申し上げます。 

 ２ページをご覧ください。 

 大きく「１の指定管理者募集の趣旨」でございますが、指定管理者制度導入に係る経緯

等が記されているところでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「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して、ご覧のとおりでございます。 

 次に、４ページをご覧いただけますでしょうか。 

 「４の管理対象施設の概要」でございます。「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について記載をして

おります。 

 次に、６ページをご覧いただけますでしょうか。 

 「５として指定管理者が行う業務の範囲」を定めているもので、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いるところでございます。 

 また、その下、「６の市の施策等との関係」でございますが、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、ま

た、環境への配慮、災害時対応などについて定めているところでございます。 

 次に、８ページをご覧いただけますでしょうか。 

 「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など

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、また、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を定めているところでござ

います。 

 次に、手続的な「８の応募に関する事項」については、省略させていただきまして、１

４ページをお願いできますでしょうか。 

 「９の経理に関する事項」でございます。 

 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、
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今回導入したものとして、次ページ、１５ページになりますが、「(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くこととし

ております。 

 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、後ほど出てきます基

本協定で、その具体的な算定方法、算定時期、還元方策、還元時期などにつきましては、

年度協定においてその詳細を定めることとしております。 

 次に、１５ページの「１０ 審査選定」でございます。 

 次の１６ページに第２次審査の審査項目等が記されております。 

 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等を加

えたものでございます。 

 「募集要項」につきましては、以上となります。 

 続いて、２枚ほどおめくりいただけますでしょうか。 

 様式集、千葉市中央コミュニティセンター指定管理者指定申請書類というものがござい

ますが、応募に使用する「提案書の様式集」一式を、参考として添付してございます。 

 こちらにつきましても、全庁的なひな形をもとにして、所管する施設の特性に応じて編

集等したもので、基本的には統一されたものでございます。 

 書式集が大分続きまして、見出し、インデックスで４－２というところをお開きいただ

けますでしょうか。 

 「千葉市中央コミュニティセンター管理運営の基準（案）」でございます。 

 こちらにつきましても、割愛で要点のみご説明を申し上げたいと考えております。 

 まず、初めに、この「管理運営の基準（案）」でございますが、管理業務を指定管理者に

お任せする上で、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でご

ざいます。 

 ２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 まず、「１のコミュニティ事業に関する管理運営の基準」につきましては、「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、下段の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

多くの方々にご利用いただくために、基本要件といたしまして、「利用者サービスの向上、

利用率の向上及び施設の有効活用に努める」ことについて明示をいたしております。また、

利用時間や職員の配置、使用許可、施設の使用受付、避難所の対応などについても定めた

ものでございます。 

 それでは、５ページをお願いできますでしょうか。 

 （６）の「コミュニティセンター運営懇談会の運営補助」というところが上のほうにご

ざいます。こちらにつきましては、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、また、地域の代表の方々などから意見をいただくために設ける会でございまして、

そちらの運営の補助を指定管理者も行うこととしたものでございます。 
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 次に、６ページの大きく「３の施設の維持管理に関する業務の基準」についてでござい

ますけれども、施設の維持管理に当たっては、市の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、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につきましては、本日行

われる応募者の参加する「現地説明会」で「説明」、また、「参考資料配布」を行うことと

しております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 中段下、「４の経営管理業務基準」でございますが、事業計画書、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、１３ページをお願いいたします。 

 「５のその他事業」でございます。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ございます。 

 １４ページ「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、そして、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。 

 さらに、その下、「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して、その次の２

段目の１５ページまでのものを定めております。 

 以上、「管理運営の基準」につきまして、ご説明をさせていただきました。 

 そして、その次のページのところが、ちょうど切れ目となっておりますが、千葉市中央

コミュニティセンターの管理に関する基本協定書（案）という表題がついております。 

 この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、いわゆる契約書に準ずるものでございまして、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きまして、両者の間で協定書を締結するものでございま

す。 

 今回は、参考としておつけいたしましたが、９月下旪の募集時には、ただいまご説明し

た「募集要項」、また、「管理運営の基準」とあわせて、一種の契約書案的にこの協定書の

案を公開していくものでございます。 

 協定書につきましては、指定管理予定候補者が決定された後に、協議等を踏まえた上で

作成されることになりますが、本日ご覧いただいておりますのは、その基本となるもので

ございまして、募集要項と同様に、行政改革推進課が作成した全庁的なひな形を使用して

おります。 

 なお、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、協定書

内にすべて書き込むのではなく、別途、仕様書を作成して添付することとなります。 

 具体的な構成ですが、趣旨や協定の意義、定義などを定めた総則、また、管理業務の範

囲、管理の基準等についての定め、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、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などで構成されております。 
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 「基本協定書」については、以上でございます。 

 続きまして、４－３をお開きいただけますでしょうか。 

 「審査の基準」について、ご説明いたします。 

 Ａ３縦の「千葉市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会審査項目一覧表（案）」

をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらの様式につきましては、１１月に行われる部会において、採点いただく際にご使

用いただくものでございます。 

 先ほど、募集要項に載っておりました審査項目に、審査の視点の案を加えまして、より

詳細に審査項目を定めたものであります。 

 配点につきましては、一つの項目につき、基本的に５点を配点いたしまして、市として

特に重要と考える項目「８項目」につきましては、１０点として設定しております。 

 配点を１０点といたしましたのは、管理運営の基本的な考え方、例えば、施設の設置目

的を理解しているかというようなことです。また、モニタリングの考え方、これは利用者

意見の集約や、その反映に対する考え方、そして、三つ目に、利用者サービスの向上、そ

して、利用者支援、そして、利用促進、利用率の向上等、また、その考え方でございます。

そして、施設管理の執行体制、職員配置や責任体制でございます。そして、収入支出の見

積もりの妥当性、そして、最後に、管理経費の低廉化の８項目が１０点の配点としている

ものでございます。 

 評価の方法ですが、項目の表題、上段の欄外の表題の下のところに表示させていただい

ておりますが、５段階の絶対評価で、配点が５点のものについては、「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」としております。 

 また、配点が１０点の項目につきましては、同様に「６」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、採点していただくこととしております。 

 合計点数につきましては、１５０点満点となっております。 

 続きまして、４－４をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらにつきましては、参考としてつけさせていただいた資料でございますが、現在の

指定管理者、千葉市中央コミュニティセンターにつきましては、株式会社千葉マリンスタ

ジアムという会社が指定管理者になっております。その現在の指定管理者の平成１８年に

指定管理を導入したときから現在までの過去４年間の指定管理者評価シートを、ご参考ま

でにつけております。 

 そして、続く４－５でございますけれども、こちらにつきましても、現在の指定管理者

の運営状況の確認表、先ほどの評価審査と同様に、全庁的に統一でつくっている様式のも

のでございますが、こちらにつきましても、１８年度からの４年間分を添付させていただ

いております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの所管課からの説明について、何かご質問、意見などがあれば、よろしくお願

いいたします。 
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○委員  一つ、よろしいですか。テーマがよくわからないのですけども、こういう募集

要項を決めるための議題なんですか。それとも、ただ、報告を聞いているんですか。募集

要項はこれでいいかという質問なんですか。尐しテーマがわからなかったので。 

○委員  だから、これはこのまま、これを前提として、あなたたちは応募があったもの

を評価しなさいと、こういうことなのか、募集の中身自体を変えることができるのか。 

○委員  議論してくれというのか、もう募集要項は決まっているんですよというのかが、

尐しわからないですけども。 

○事務局  募集要項のほうを審議いただくということでございます。 

○委員  募集基準を議論してほしいということですか。 

○事務局  そうです。これそのものを審査していただくということでございますけども。 

○部会長  ということは、この部会でこれを決定する。 

○事務局  そうでございます。 

○委員  変えちゃうということは構わない。とすれば困っちゃうでしょう。もうざっく

ばらんに。なるべくこれに忠実でということでよいのでは。 

○委員  結局、これは、急に読んでも、この募集要項ではだめだ、いいという方向で急

に議論できないですよね。今、読んだだけでね。あるいは、これのもとになるたたき台か

何か、以前はこういうのがありましたと。今回、ここが変わりましたとか、何かそういう

点でも説明いただいたら、変わるところはこういう点だなとか、この前にあったんだとか、

同じものだとか。 

○委員  今回変わったのは、大幅な利益の還元という部分ですね。その点だけしか説明

なかったので。あとは変わっていないと。 

○市民総務課長  基本的には、先ほど、尐し説明を申し上げたように、全庁的なこのひ

な形に沿って、その条文的な項目立てていただくものは策定しておりまして、そこに施設

の特色とか、規模とか、その必要に応じた部分を若干書き加えて、作成しております。 

 そして、１８年度のときもそういう形で、やはり全庁的にひな形等に沿ってつくってお

りますけれども、変わった点としては、先ほど申し上げた、その大幅な利益の還元等の部

分が新たに加わったものでございます。 

 それから、あわせて、先ほど、尐し説明でも触れましたが、サービスの向上、それから、

利用の促進、利用率の向上ですね。こういったことにつきましても、やはりいろいろその

市民サービスをできるだけ努めていくとともに、その施設を有効に活用していくという考

えからも、そういった部分について、新たによりはっきりとした表現にしたという形でし

ょうか。そのサービスの向上、利用の促進、それから、利益の還元、ここが特に前回とは

項目的には違う、もしくは、非常に強調されたところでございます。 

○委員  こちらが、具体的にどういう指定業者を考えるかというのを酌み取るところで、

提案書の様式が、最初にご説明のある、全部、見切れていないんですけれども、そこでも

って変えたところとか、それから、サービスの稼働率を利用率を上げるためにどういうこ

とを工夫したかとか、そういうようなところを特記させるようなところというのは、提案

書の中にあります？今、おっしゃったことを特に、重点的に評価していくということであ

るのであれば、といいますと、その辺のことというのはかなり具体的に聞かないと、どう

いうふうに利用率を上げていけるのかとか、市民のサービスになるのかということって判



 

 ―１４― 

断できないかと思うんですよね。 

○市民総務課長  それでは、青いファイルの４－１の、先ほどご説明した募集要項等の

後の様式集というところがございました。そこから、さらに、１０枚ほどおめくりいただ

きますと、提案書の応募者に見ていただくひな形になります。そちらのほうが、私どもの、

指定管理者に対して提案していただく基本となる部分について、１行ずつ設けたもので、

これをベースに提案書を組み立てていただきます。 

 まず、１枚目にありますのが、この指定管理者制度や公の施設とはどういうもので、ど

ういう役割があるんだということを、提案することについて、ここで書くようになってお

ります。 

 同様に、以下、コミュニティ活動を推進するに当たり、市と指定管理者の関係がどう整

理されることとなると考えるとか、どういう活動を推進していくことが要求されるかだと

か、こういった形で、設問に沿って提案をしていただく形になっておりまして、そのまま、

しばらくおめくりいただきますと、モニタリングの考え方、これで使用者、利用者のアン

ケートの実施方法、また、そのサービス水準に対する使用者、利用者の評価の収集方法等

について、提案をしてくるように、また、利用者の苦情についての未然防止、また、苦情

があった場合の対処方法等についても提案させて、こういった観点もご判断いただく形に

なります。 

 また、次に、リスク管理がございます。 

 それから、次ページが、市内産業の振興、次が、雇用関係でございます。そして、その

裏面で、引き継ぎという意味で、業務移行体制の整備、それから、複合施設の場合の協力

関係や近隣施設との連携関係、そして、もう１枚おめくりいただくと、利益等の還元の方

針ということで、利用料金収入、自主事業収入等の本施設の管理運営に係る収入として、

金額を上回った場合に、市に還元についてどうするのか、ここに書いてくださいというこ

とにしております。 

 その次のページに、サービスの向上というところがありますが、ここで利用者に対する

サービス向上についての業務開始後の基本的な考え方、また、サービス向上のための方策

について、具体的な記述等をしていただくようにしておりまして、その裏面では、利用者

支援、その利用者に対する支援についての基本的な考え方等について、また、支援の方策

等について考えていただくとともに、次のページで、利用率向上の考え方を何を基本に考

えるかとか、そういったことで表現していただくようにしております。 

 こうした形で、これに沿って提案を作成していただきまして、それぞれ、一番様式の下

に載っておりますけど、Ａ４判の３枚以内とか、５枚以内で、これらについて表現をいた

だいたものを提案書として提出していただく。そして、それに基づいて、今の視点とか、

提示のような部分が、先ほどの審査項目一覧表にございますので、それに沿って考え方を

十分理解されているかどうか、工夫・改善というのは、こういうことで提案されていると

いうことを考えていただくというような形になっております。 

○委員  ざっと拝見して、一通りはベターだなというふうには思いましたけれど、もし、

かなり具体的に利用率向上等についてとか、そういう重点事項があれば、その点について

は、具体的にもう尐し書いていただくような形にしたほうが、評価するときに評価しやす

いかなと思うんです。考え方としては、比較的、基本的なお考えをお聞かせくださいとい
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う格好になっていますよね。具体的な方策も記述してくださいというふうに書いてありま

すが、これも、どこまで具体性をもって書くかということは、応募してくる団体の姿勢に

かかわってくるので、何か見ていると、比較的、抽象的に記述されてくるのではないかな

と思われる節があって、かなりこちらとしては、並んでいるけれども、判断に困るという

ようなところが出てくるのではないか。だから、特に利潤の還元の仕方とか、それから、

サービスの向上とかという重点事項については、何か具体的な方策なり、考えを求めると

いうほうが、評価をしやすくする部分もあるかなというふうに、サービスの向上をするた

めに、当然また管理費用とかもかかってくるわけですよね。だから、その管理費用と見合

ったサービスがというふうな評価というのは、なかなか具体的な方策がないと、評価しき

れないというところがあるかなというのは、尐し率直な感想なんですけどね。今回のこの

評価の提案書の様式を見たときに。 

○市民総務課長  例えば説明会等でも、そのことは、より具体的な表現については、も

ちろん言ってまいりますし、あと、実際には候補者のヒアリングを設けておりますので、

その場で、また疑問点等がございましたら、具体的な施策をよりお聞きいただくことはで

きるようにはなっております。 

○委員  ヒアリングで具体化を追求して、全然具体化がなかったら、その点数のときに

引いたり、自分たちで考えてくれということですね。 

○市民総務課長  そうです。 

○委員  これは何も考えないで、きれいごとで言っているなと思ったら、点数で考える

と。 

○市民総務課長  そうです。 

○委員  何％か低い点をつければ。 

○市民総務課長  そうですね。 

○委員  ヒアリング段階で。 

○委員  ヒアリングで、全部、我々。 

○委員  それは、こちらに質問するだけの能力がないと、その先の突っ込んだ質問がで

きない。 

○委員  そうですよね。 

○委員  指定管理者制度の基本的なこととの関連でいいですか。利益が出たら還元しな

さいということは、指定管理者制度の考え方からどうなのかなという疑問を感じます。そ

もそも、市はこういう目的で、これを市民のために運営をするようにと提示し、提案され

た委託費を検討して委託しているわけですから、自主事業とかそういうもので、うんと工

夫して利益が増えたら、それは指定管理者の利益としておかないと動機づけにならないの

ではないか。ピッタリでやったらいい業者だよということになると、意欲的な施設運営が

期待できるかどうかと、私は疑問に思います。 

○委員  だから、この位置づけなんですよね。これは単なる部会でそういうことを、利

益を取ってはいけないとか、決められるのかという、これはそもそも議題なのか、報告事

項なのか、わからないなと。利益を取るのはやめなさいと、そんなことを決められる権限

はなさそうな気がするんですよね。市の方針なんでしょうかね。ですから、何なのかなと

いう感じはしますよね。 
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○委員  一番気になるのは、自主事業を幾らやってもうかったって持っていかれちゃう

ならやらないよというのなら、何だか意味がなくなっちゃうねという、そういうことなん

です。 

○委員  でも、これ、かなりもうけたときということなんですね。ただもうけたときで

なくてね。 

○委員  それはわかっているんですけどね。 

○委員  もうけ過ぎは困るよと、そういうことで、費用をとってもいいけど、余りもう

け過ぎするのは尐し還元しなさというような意味なんでしょうね。基本的に、この料金を

取るようになったのは、これは今回から取ってもいいという法律が変わったんですか。前

はなかったんですか。 

○市民総務課長  これは従前から。 

○委員  あったんですか。 

○市民総務課長  要するに、利益の還元等について、定めることはできました。 

○委員  前からあったんですか。 

○市民総務課長  市のほかの指定管理者導入施設で、既に大幅な利益の還元策について、

決めている施設が何施設かはございます。 

○委員  もう前からあるんですね。 

○委員  いいんですけど、候補者を選ぶ時の評価が間違っていたということ、裏を返し

て言えばね。評価がいいかげんだったから、評価時の想定以上にもうかったということに

ならないですか。このところは痛しかゆしですね。そうかといって、もうピッタリでやら

せといて、競争をさせるというのも変だというような感じになるし。「大幅な」というのが、

ある程度、水準が示せればいいけども。 

○市民総務課長  その水準を実際にはっきりと明示したりすると、やはり若干、恣意的

な行為として、それは実際は、できない行為と思います。 

○委員  市から言わせるとですね。 

○市民総務課長  その中で、還元の方策としては提案書が、例えば、何％なのか、絶対

数なのか、それぞれでしょうが、これくらいより上の分については、さらに、どれくらい

を利用者に還元しましょうとか、こういう形で市に還元しましょうとか、そういった還元

策について、ご提案をいただくと。 

○委員  あるいは、１年目で相場がわからないでやってみたけど、もうけ過ぎたら、２

年目は料金下げるとか、いろんなパターンがありますよね。 

○市民総務課長  そうです。 

○委員  やってみないとわからないから。 

○委員  だから、年次協定で決まるんでしょう、細かいところはね。もうけ過ぎとか何

とか、突発的にもうかるというのはあり得ないような気がするんだけど。 

○市民総務課長  今回は、全市的に大変な何億以上の基本的な収支があるような施設も

あれば、コミュニティセンターのような、かなり小規模なところもある。ですから、例え

ばですけど、コミュニティセンター等における大幅な利益というのも、なかなかそんなに、

ここ自体が非常に採算性が低くて、どうなのかということもありますし、また、ここ自体

の絶対値で、その大幅な利益というのがどのくらい見込めるかは、ケース・バイ・ケース
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だと思うんですけれども、一応、公の施設を指定管理制度にゆだねる中では、市のほうで

は、一定の大幅な利益が出た場合は何らか、といって、全く、委員さんがおっしゃったよ

うに、インセンティブのようなものがないのであれば、そういった作用が起きないわけで

あって、そこは、またご提案をもって判断をさせていただくという部分として位置づけら

れます。 

○委員  別に入れておいたって構わない。ただ、中央コミュニティセンター、配られた

データによれば、低いときで５,２００万円から５,３００万円、多いときで６,０００万円

という年間の総収入があります。その中で、一体大幅というのは何を言うかということな

んです。だから、入れておくことは構わないので、適用しなければいいわけですけども。

もう１回念を押します。これは選考基準ではないということですね。もうかったら、うん

とこれだけ全部還元しますよというのは。 

○委員  既に項目に入っていますよね、提案の内容。 

○市民総務課長  採点項目には入っています。 

○委員  入っているんですか。この選定項目からは、尐なくとも、外すべきだと思いま

す。 

○委員  今の点のところで、何か、前にお話を伺っているんです。利用料収入の分を差

し引いた分しか、市が払わないというお話がありましたよね。それと、今の収入が出た場

合というのは、どういう関係になるんですか。利用料で全部を賄った上で、なおかつ、収

入が出た場合という意味なんですか。 

○市民総務課長  基本的には、５年間のご提案を応募される方にしていただくわけです。

そのご提案をいただいて、例えば、最初の年に５,０００万なら５,０００万円ということ

の指定管理料になります。その５,０００万円の指定管理料になるというのは、実際、７,

０００万円かかるけれども、利用料金の収入がもし２,０００万円あれば、それを差し引い

た５,０００万円で、それが私どもが提案する指定管理の委託料ですというようなご提案が

出てくるわけです。それに基づいて協定等を結んでいくわけですが、実際に蓋を開けて、

例えば収入が５,０００万円で、支出が３,０００万円とかという額でもし済んでしまって、

その差に２,０００万円という額がもし出たとすれば、やはり、そのくらいが出てくれば、

さすがに結構大幅な利益かなとは、個人的には思いますけれども、そういった部分がもし

出れば、そういったものについては、一定の還元をしていただきたいということで、イン

センティブをまるきりそいでしまうというような趣旨ではないわけです。 

○委員  基本的に、中央コミュニティセンターなんかは、委託料を払わなければ成り立

たないですよね。さっき、５,０００万円とか６,０００万円と言ったのは支出総額ですか

らね。収入は、利用料というのは、そのうちの４割、３０何％だと思うんです。不足分を

指定管理者は、委託料で補っているわけですね。なお、それでうんともうかったら、返し

なさいと、こういう意味だと思うんです。だから、その大幅にというのはどのくらい、何

割とかいうならわかるけども。 

○委員  やる気をなくしたらしようがないですからね。 

○市民総務課長  そういったことも含めて、ご提案される側にどの程度を、どういう形

で、もし生ずれば、こういうことで、還元についてもご提案いただくという項目としてお

るものです。 
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○委員  サービスの提供は、すごく難しくて、やはりきめ細かいサービスをすれば、そ

れだけ管理費用もかかる、光熱費もかかるということになってくるわけですよね。サービ

スの向上をしなさい、それで利益率の高いサービスではないですから、なかなか大幅な利

益が出るということはないにしても、そうやってサービスを向上させていくと、結局は支

出もかかっていくというのが、基本的なこういう施設の管理運営の仕事だと思うんですよ

ね。 

 ですから、細かい話をすると、例えばこのコミュニティセンターでも、スポーツは個人

利用ができるけれども、ほかの施設等は基本的には団体利用だと。場合によっては、きめ

細かい管理が必要になってくるけども、個人利用を認めれば、利用が増えるかもしれない。

でも、そのときには管理料は結構かかってくるというふうな関係のお仕事だと思うんです

よ、基本的に。そういうことの中でもって、こういう利益というような考え方をどこにど

う持ち込んで、それが本当に果たしてインセンティブになるのかどうかというところ、そ

こは尐し委託する側としては考えどころなのではないかなと。一般論としては、たくさん

利益が出るところは、場合によっては、一部返却という考え方もあり得ると思うんですけ

れど、施設の特質とか、サービスの特殊性とかというようなことから考えて、果たして、

それが本当にうまくインセンティブが働くものなのかというところは、よく考える必要が

あるような話なんですけどね。 

○委員  さっき、聞きそびれたんですけど、これは審査項目には入るんですか、今のは。

説明のときは入れないとかというふうに私は聞いたんですけども。 

○市民総務課長  大きなＡ３の採点表で言いますと、下から三つ目のところです。 

○委員  私は、募集の基本的な条項の中にそういうものが入るのはいいけど、もうかっ

たら戻入しますよと、うそ八百を言っちゃって、実際にはそんなにいかないから、利益が

余り出ないのに、審査のときはその点で入っちゃったなんていうのでは、まるきり意味が

ないような気がします。考え方として残すのはいいかと思うけど、尐なくても採点の中の

要素には、僕は入れるべきではないという考えです。 

 それから、もう一つ、それとの関連で、評価は絶対評価ですと、こういう説明でした。

絶対評価なんですね。 

○市民総務課長  審査していく上では。 

○委員  そうすると、出てきたのが、我々はいろいろ中で聞いているものと比べて、明

らかに見劣りしたら、それは全部だめと。こういうことがあり得るということですね、可

能性としては。絶対評価ということなら。 

○市民総務課長  そうです。 

○委員  そういうこともあるということで。 

○市民総務課長  この採点表で、まず一度、お考えいただきまして。 

○委員  ですから、何社か候補を絞ってくるでしょう。見ると、明らかにこれはだめよ

というので、出てきたものが全部だめということもあり得るということですね。絶対評価

だとね。 

○委員  これは、部分的に絶対評価なんです。部分的な絶対評価だから、後から合計点

はどうしても相対という。部分的な絶対評価です。 

○委員  全部だめだから、もう一遍やり直すということはあり得ないということ。 
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○市民総務課長  そうですね。 

○委員  全体の総得点の合計の差ですね。 

○委員  私は、たくさんもうけるというのなら選定するという絶対評価なんてあり得な

いと思います。だって、わからないんだから。そういうものを絶対評価の対象にするとい

うのは、私は賛成できません。皆さんが賛成すればいいですけども。 

○部会長  この自主努力の部分、恐らく、応募するほうは考えたことないと思うんです

よね。提案したときにばらばらになってしまうのではないかなという気がするんですけど

も、こっちにとっては、これがいいよと。 

 ただ、恐らく、僕の頭では、折半とか、あるいは、国立大学法人が土地とか何かを売っ

た場合は、３割は例えば地方財源で、７割を文科省に返すとか、だから、２～３割はくれ

よというぐらいが妥当かなという。ただ、そのときに、黙っててももうけた場合と、自主

努力してもうけた場合と、いろいろ場合があるから、実は、結構大変で、話し合いで恐ら

く決まるかなと。大枠から見ても、そうなると、やはり決めにくいけど、いいなという気

もするんですね。だから、非常にざばっとした感じで入れておくのがいいのかなという、

採点のときに非常に気をつけなくてはいけないですよね。 

○委員  だから、実現するかどうかわからないことをやりますと書いたって、実際は全

然できなかったときにどうするのかということです。 

○部会長 この業務で努力して幾ら減らすと。そしたら、減らした分について、折半とか

何かするとか、いわゆる全体的なものでなければだめというのも、さっき言ったように、

もともともうからない仕事だから、僕はインセンティブを与えるんだったら、個々に、私

はここのところは、今まで幾らかかっていたけども、幾ら下げますとか、４０人ふやすと

か、そういう努力はしますと。そこで初めて、僕はやったほうがいいというような気がす

る。全体的でというと、もともと、こういう仕事ってもうからない仕事だから。というの

は実現性がなければいけないです、逆に言ってしまうと。 

○市民総務課長  そうなんです。ですから、先ほど、コミュニティセンターについては、

尐なくとも、それも現在あるコミュニティセンターについては、なかなか規模とか、実際

の利用料金収入として、余り大幅な利益というような部分が、今、どの程度、見込めるか

は、確かにおっしゃるようなことがあると思います。 

 実は、今回、この市の指定管理者、各局みんな、選考委員会、そういうことで進めてお

りますが、その中で、やはり利益の関係について、それから、サービスの向上、利用促進

について、新たに入れておりますが、こちらについては、議会のほうからのご意見という

ものもございまして、議会のほうから、今回、６月に料金改定の議案をご審議いただいた

ときに、附帯決議ということで可決されまして、各会派とも、かなりいろいろなご意見が

出まして、その中で、やはり額は尐ないですけれども、このコミュニティセンターの有料

化ということは、大分議論がありました。また、それ以外の各施設も、既に営業のところ

の１.５倍の上限という枷ははめましたけれども、基本的に受益者負担の原則を徹底してい

くということで、今回、改定をお諮りしたんですが、そこで、正式に附帯決議ということ

で、その使用料及び利用料金の設定等について、その徴収相当額については、施設の改修

費等に活用をするんだ、市民に還元をするように努めないといけないということ、また、

その利用料金収入が想定額を上回る場合は、一定額を市に帰属させるなど、利用料金収入
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を市民に還元するために措置を講ずるよう、指定管理者と協議を行うこととか、市民サー

ビスの向上に努めることなどについては、尐し異例ではありましたけど、今回、附帯決議

が出されたところでございまして、全庁的にこの項目が、今回載ってきている実情はあり

ます。 

○委員  それは、尐しそういう流れを聞きたいなと、さっきから思ってたんです。地方

自治法があって、条例があって、設置条例とかいろいろなのをやってきているわけですよ

ね。それを踏まえてからやるのですよね。そこを無視して、ここでこれはいいの、悪いの

も言えないわけですよね。だから、今、その流れ、どうなっているかなと聞きたかったん

ですけど、そうすると、もう附帯決議は別にしてあるわけですね。 

○部会長  僕も、国の市場化テストとか、いろいろと見ていると、利益というのは出て

こない場合が多いですよ。そうすると、人件費の中に含まれているとか、隠されていて、

そうすると、実はこの目的は、金よりは、効率化して、より安くしていく努力をすれば、

結果として、あなたに尐しあげますよ、大幅にあげますという、そこのところ、これが余

り前面に出てきちゃうと、趣旨がひっくり返るような気がするんですよね。ただ、努力す

れば、やはりその分でちゃんとあげますから、だから、その方法は難しいのだけど、やは

りそういうのを、もっと趣旨としては、より効率的に安くやれば、還元しますよというほ

うがいいような気がするんです。 

○委員  それでも、議会での話などを聞いていると、効率的にやって、ただ安くするば

っかりだと、利用者だけ得するわけだから、やはり維持管理費は市民の税金で全部成り立

っているわけだから、ある程度、受益者負担の料金を取ると。そのかわり、その受益も市

民全体ですべきであって、そういう考えもあるわけですよね。 

 だから、やはりそれも無視できない。無視できないというか、これは相当しなければい

けない、こちらが。 

○部会長  業者だって、多尐は利益が必要だ。そこのところですよ。やはり業者が、効

率的に我々はしないという、市民サービスだけというわけにもいかない。 

○委員  そういう背景があると書いてあったし、反対はしないけども、基本的に、これ

を見ても、４割か幾らしか収入がなくて、大幅な利益が出るはずがないですよね。これで、

１年間で利益を倍にするといったら、神がかり的なことであって、まずあり得ない。だか

ら、指定管理になっているわけ。ですから、そういう状態なのに、利益上げたらというの

を評価項目の中に入れるのは、尐し行き過ぎと思うんだけど、しかし、全市的に見れば、

もうかっているところがあるかもわかりませんから、それとの兼ね合いのところなんだと

いうのなら、それはそれで構わないと思いますけど、基本的に、考え方としてどうかなと

いう気は、最後まで、どうもぬぐい切れないですけど。 

○部会長  これは、将来、有料化して、高くなっていくと利益出てくるかなと。僕も、

船橋とか、市川、利用しているんですけど、千葉市は全然安いんですよ。もう尐し高くて

も、僕は、いいような気がするんですけど、千葉市は財政が非常に悪いのにこんなに安い

のを、いつまでもという、あるような気がするんですけど、その将来を見据えながら、こ

れ、言ってあるわけです。今言っている、今はもうかっていないけど、例えばランニング

コストはトントンにしていくと。そのところで尐しもうかっていけば、お互いに折半とい

うか、あるいは７割ぐらいあげるよとか、その辺をある程度、目標とか、見立てみたいな
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ものがあって、ただ、まさに委員の言うように、実現するかどうかは非常に難しい。ただ、

努力目標というか、それに対する成果は多尐あげてもいいけど、あげ方の問題で。 

○委員  基本的に、業者がやってもうかるなら、これは民間の業者にやらせるのが普通

なのであって、民間事業者が手の出さないところを公共がやっているわけですから、大幅

な利益が出るというのは、この選定評価委員会でいいかげんに見たから出てくるとか、こ

ういうことになると。 

○部会長  採点のときは、僕、かなり慎重にしないといけないような気がしている。も

し入れるなら。我々、この委員会としては、部会としては、採点に入れてもいいけど、み

んな気をつけてと。 

○委員  やはり運用上は違いますよね。 

全市的な背景があるのであれば、そういう考え方をこういうところにも出していくとい

う必要性はあるのかもしれないけれども、それを実際の選定とかに適用して運用していく

ときには、やはり一日ではできないと思うんですね。この項目について言えばね。 

 本当に利益と、そのサービスの向上というのは、非常に相反するところでもって、そこ

が一番、このサービス関係の事業の難しいところだと思うんですよね。安かろう悪かろう

では困るわけで、よくしていただくには、やはりそれなりのものはかかっていって、サー

ビスのという問題ですからね。だから、やはりこういうサービス業に近いようなところの

施設の運営に関して、これをどう適用するかというのは、多尐、部会の中での判断という

ことも。 

○委員  テーマ、議題になっているか、よくわからないですけど、この部会でこれを全

部決めるということなんですかね。この配点基準もね。もう決まっているのを、このとお

りやってくれということなんですかね。 

○部会長  基本的には決めるんですよね。ただ、参考があるから、それに忠実にしてく

ださいと。ただ、いじってもいいよということですよね。この特殊性があれば。 

○市民総務課長  そうですね。 

○部会長  難しい表現になるけど。 

○委員  どこか、条例とかで、基準はこの評価委員会で決めるという、そんな何か設置

条例か何かみたいなのはあるわけですか。どこで決めるんです、評価基準は。 

○市民総務課長  そこまで、条例では明示はされておりません。おりませんが、今回、

全員の方が外部委員で、５名のいろいろなご専門家の方で構成するということで、今回か

ら手続条例ができまして、その中で運営していく中で、こういった募集要項とかについて

も、事前にお諮りをしていく形となっているものでございます。 

○部会長  この文章を変えるということと、僕が先程言った特殊性が、我々が採点する

ときは、留意したり、そちらもいろいろと留意してくる方法で対応できるなどという意味

では、尐しここの意見を見ると、変えてもらいたいなというのもあるけど、もし難しけれ

ば、運用面で、我々が今、議論したのを配慮するという形もあるかなと。やはりこれ、試

行錯誤でだんだんいい方向に持っていって、恐らく、僕が言ったように、業者も困っちゃ

う部分だろうと思ってね。恐らく、やってきたこういう形、いろんな例が出てくれば、だ

から、今回は、そういう意味で、試行錯誤で、我々としては慎重に扱うというぐらいでい

いでしょう。 
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○委員  この配点の１０点、５点、何とかとかいうのも、それはこの部会で決めたこと

になるんでしょうかね。 

○部会長  なるんですよね。 

○市民総務課長  そうでございます。 

○委員  これでいいと、みんなが決めたということになるの。 

○市民総務課長  一応、そうした中で、私どもの中では、１５０点満点という形で、考

えられる項目について、基本的に５点、重要なもの、先ほど述べたようなものについては、

１０点をつけているところでございまして、先ほどの還元については５点、１５０点中の

５点には入っているところなんですが。 

○部会長  これは、採点のときにお互いに、さっき言った絶対値で迷う時に、意見交換

してはいけないですか。 

○市民総務課長  当然ご意見の交換なりはもちろんできます。 

 また、先ほど申し上げたように、５点とか、１０点というのは、あくまでも配点上の満

点ですので、それについて、また５点のところに１とつけるか、３とつけるか、５とつけ

るか、４とつけるかというのは、またそこの実際のそれに対する評価として、実際はつい

てくるものでございます。 

○委員  それはどうだって言われるかわかりませんけど、一遍、みんなが点を入れて、

集計で順位ができたら、その出た順位の結果について、みんなで話し合うということを、

ぜひそういう余地を残しておいて、場合によっては、それでひっくり返ることもあると。 

○委員  １回目の後、議論し、もう１回書く。それを最終決定にしたら。 

○委員  余り機械的に判断すべきでないということ、第１回目ではっきりしておきたい

なと思います。 

○委員  二段構えはいいですね。 

○委員  ２回やってもいいですね。 

○部会長  今言ったように、その後で議論したりするのほうが、よりいいほうに行くよ

うな気がするけど、それはどうなんでしょう。 

○委員  それは、部会長の判断での議事の進行のやり方として、１回出してみて、それ

をもう１回議論して、そのとおりの人と、直したい人と。 

○委員  この最初のほうに書いてある、１位から３位まで選びなさいと。それをやれば

いいのであって、中の得点がどうのこうのというのは、そちらにとっては関係ないわけで

すよね。関係ないというか、そういう理解でいいですか。 

○市民総務課長  その得点結果自体は、最終的なものは公表はしていかなければ。 

○委員  次の参考になりますからね。５年先の参考になりますよね。４年前にこういう

ことが評価されて採用されたという。そのときに公開になっていれば。 

○部会長  この部会でちゃんと議論して決めたんだという、意思決定がはっきりするよ

うな気がするんだけど。 

○委員  でも、二段構えにするか、しないかは、最終決定だという議決をしない限り、

いいですから、それは部会の議事進行ですよね。 

○委員  そういうことですね。 

○委員  それは議事進行ですね。 
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○部会長  ほかのところも今言ったように参考にして、我々としては、今言った慎重に

結論を決めたいと。そういう意味で、二段構えもありますよというようなことで対応した

いと。 

○市民総務課長  そういう形をとることも、もちろん大丈夫かなと。 

○部会長  尐しそちらにとってもつらいというか、難しいですかね。ほかには、ご質問。 

○委員  基準のサービスの向上のところで、利用者支援という言葉があるんですけど、

これは指している意味内容は、どちらかに書いてありますか。 

○委員  先程あった、インセンティブにするとか、そういうこととか、いろんなサービ

スを助成するとか、そんなことですね。 

○市民総務課長  利用者支援についての定義でございますか。定義は、特にこの中には

示しておりません。利用者の方にどういった支援をしていけるかというようなことで、提

案書の中で、提案書様式というのに数字が入っていまして、第１４号のところが提案書の

形になっております。ここのところの表現も、こういった形で抽象的なんですけれども、

逆に、いわゆる応募される方に、利用者支援となる、いろいろなソフト、ハードと、いろ

いろあるかと思いますけれども、そういったものについて、ご経験則等々も踏まえた上で、

何かいいアイデアというか、案をご提案いただくということで、それについて見ていくと

いうような部分で書いていただいて。 

○委員  特に何の方向づけも、ここではしていないということですね。 

○委員  だから、もし、そこに書いてもらっていたら、ここに具体的にどういうような

方策をお考えですかとかと書いてもらわないと、ただ、ここで「お考えを記述してくださ

い」としか書いてないわけだから、恐らく、書き方もいろいろになってきますよ。 

○委員  基本的には考えだけですもんね。支援をしてくださいというだけで。そうでな

くて、高齢者が来やすいように手すりをつけますとか、何とかしますとか、そういう具体

的な提案してもらう必要があるわけですね。高齢者にこういうふうにしますとか、幼児を

抱えた人は預かり所をつくるとかですよね。 

○市民総務課長  具体的な方策を書いていただくように、説明会等では、ここだけでは

ないですけど、何点か、言わなければいけないと思います。 

○部会長  これだけでは、僕は書きづらいなという気が、まさにあると思います。 

○委員  申しわけない、尐し反対意見なんですけど、やはりこちらから、例えば託児施

設は何とかと、こちらが教えるのでは、向こうは何も考えてない。やはり考えない人はだ

めなんですよ。こういうことをしようと考えて、何がいいですかと聞いてくるようなこと

では、そんな人を相手にしたのでは、やはり自分で具体的に考える人でないとだめじゃな

いかな。抽象論で弱者に優しくと、その抽象論はだれでも書けるけども、具体的に何を考

えているんですかと、やはり本人に言わせないと、やはり事務局のほうで、こういうのが

ありますよなんていうのは、それではどうしようもないです。 

○委員  例えば最初のほうに、「民間に開放し」なんて書いてあるんですよね、協定書に。

基本的にそういう考え方を改めていかないと、要するに、官でやっていたらもう非効率で

しようがないから、民間にやってもらうんだと、基本的な考え方を出していかないと。 

○委員  指導するというのは。 

○委員  やらせてやるよみたいな感じでやっていると、うまくいかない。 
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○部会長  ＪＲを見ても、やればああなるじゃないかと。道路公団なんて、結構よくな

ったじゃないと、そういうところなんで、それをねらっていると思うんですけどね。 

○委員  やはり自由に書かせたほうがいいですか。 

○委員  具体的なものは自由に書いていただければいいと思うんですけど、そこを個性

として。利用率を上げるための利用者支援なのか、多数派に含まれない人たちの利用を促

進するための利用者支援なのかというのは、全く違う方向性があると思うんですよね。そ

の意図も伝えないようなものでいいのかどうかということなんですけど。 

○市民総務課長  コミュニティセンター自体が、なかなか実際、本来のその目的である

地域コミュニティの活動とかの連帯感の醸成の場という趣旨があって、そこで基本的には

団体、サークル等で活動をしながら、地域的な繋がりを深めていただく。 

 また、ある意味、余暇活動的なスポーツの場でも使っていただきながら、交流を深めて

いただくとかというところがある、比較的小さなソサイエティの中の施設なわけでして、

その中で、今、ごらんいただいたような施設なわけですけども、その中でどこまで業者が

支援をしていけるかということで、今、委員さんがおっしゃったようなことも、私どもは

もちろん求めております。第一義的には、効率的な意味だけではなく、より多くの方に使

っていただくという意味の利用率の向上、とにかく、できるだけ限られた方、同好サーク

ルとかだけでなく、使っていただく層が広がるという、その部分を非常に期待はしている

ところですので、そういった両面ございまして、そういった部分で、提案をする側も、マ

ーケティングとかいろいろされて、大体はエントリーされてくるので、比較的、こういう

両面とかお出しいただける場合が、過去も見ると、そういったものとしては、私どもとし

ては、この両方の面とともに期待はしているところでございます。 

 とにかく、余り偏らないで、より多くの方が、しかし、定期的に使っていただく場にな

って地域のソサイエティがより活性化できればというためで、最終的には。 

○委員  ただの意見としてですけど、例えば今回、尐し施設見ていて、空間的な意味で

も、尐し閉じられているように思えるところがあるんですけど、というのは、僕は市民で、

よくこの辺は移動しているんですけど、それでも、全く気づかない施設ですとか、ここも

存在は知っていたんですけど、Ｃが四つ書いてあるの、あれは何だろうなと思って、ただ

通り過ぎるというだけだということがあって、初めてここに体育館があって、個人利用で

使えることを知ったんですね。そういう研究もしていて、東京のほうの施設とかも見に行

っているのに、地元のところを知らないみたいなところって、多分、利用ネットワークみ

たいなところに繋がる人と、繋がらない人がいて、若者層は割に繋がりにくいところにあ

るんだと思うんですけど、そういうときに、利用者支援だと、利用者でない人は支援され

ないわけですから、そうすると、そうではない概念で、例えばアウトリーチという言い方

で、届いていないところに届かせる支援という言い方をしないと、ここでは含まれないこ

とになって、アウトリーチって、コストはかかるし、非常に難しい割に、評価項目でもな

いすると、多分それはどこからもやろうとする意欲がわかないものになってしまうと思う

んですけど、その辺をうまく入れ込めるのではないでしょうかね。 

○市民総務課長  そのあたりも、逆に利用者の掘り起こしというか、広報、周知につい

ては、別のところで、そのあたりについては記載をしているところです。 

 また、今日ご覧になられて、感じたかもしれませんけど、パンフレット、そもそもこの
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内部には置いていないパンフレット等の充実から始まって、外部に対する発信とか、この

施設の存在自体をもっと周知、研究を図っていくことも、当然指定管理者に強く求めてい

く部分であります。 

○委員  広報のところはどこに見れば書いてありますか。広報もありますよね。 

○市民総務課長  Ａ３の採点表の２枚目の一番上に、利用率促進という項目がございま

すので、その点でご提案いただいています。 

○委員  提案様式ではどっちですか。 

○市民総務課長  提案書様式ですと、１５号、１６号にございます。 

○委員  広報も利用率促進も、基本的には多数派に焦点を当てるから上手くいくんです

よね、マーケティング的には。だから、アウトリーチってそことは乗っからない論議なの

で、何かしら、それに合うような表現がどこかに入って欲しいなと思うんですけど。 

○市民総務課長  管理運営の基準の別記等の中でも、広報と情報提供ということで、で

きるだけそういった部分も、広報や周知について行っていただくことは書かれておるんで

すが、説明会等でも、そのあたりについては、はっきりと強調もしていきたいとは思いま

す。 

○委員  これは直すことはできないですか。多尐補充するとかという。せっかく様式が

決めてあるわけだから、それを実際に使えるような様式にしていけば、割合、審査もしや

すいわけですよね。 

○委員  今、先生がおっしゃっていることは、例えばコミュニティセンターが料金を１

００％とっているとしたとしても、こういう人はいるだろうと。その問題ですよね。要す

るに、コンセプトが、昔、大量利用、組織とかが使うから、そういう尐数派の使う施設が

そもそもないんですよね。そっちに変えていく問題であって、ここの募集要項で変えるの

は難しいかなと思うんですね。コミュニティセンターの利用率１００％の剣道があったと

しても、剣道でなくて、もっと変わったマイナーなスポーツだったらどうするんだと。そ

れも施設がないんです。そういうそもそもね。そういうのを中心に作っているわけですか

ら、バレーボールだとかの。 

○委員  私は、先生のおっしゃるのはもっともだと思うんですけど、先生のおっしゃっ

ていることは、市の本体の広報とか何かがやるべきことであって、指定管理者がやる、そ

の利用者のアウトリーチとかそういう問題も、もう尐し範囲の狭い、施設管理のところだ

けで、だから、千葉市にこういうところがありますよ、だれでもできますよ、利用料はこ

うですよという、こういう広報は、市の広報自体がやるべきことかなと、基本的にはね。

市であるとか、何かそういう中でどんどんやっていって、ここで聞いている、この利用の

引き上げ何とかというのは、ここの中の施設の管理者として、どうやってサービスを向上

して、来てもらうかというので、尐し範囲が狭いことだというふうに僕は理解しているん

です。先生のおっしゃっているのはもっともそのとおりで、それが一番重要なんですけど、

これはもっと違うところでやらないと、この指定管理を受けた人にやれと言われても、委

託料が増えるだけになっちゃうというふうに思うんです。 

○委員  施設の特性がありますからね。だから、さっきの松波みたいなところで、そう

いうバレーボールやらせろと、それは無理なわけです。結局、そこで使えるものって限度

があるわけですね。そういう施設にバラエティがあるわけですよ、簡単に言うと。 
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○委員  内容上のものというよりは、対象の属性別の問題なんですよね。 

○委員  その対象の属性が、例えば松波みたいなところで、もう補充できる対象が、若

い人なんかはそこでスポーツをやらせろとかであれば、あそこではできないわけです。対

象によって限定されるじゃないですか。 

○委員  いや、若い人でお茶をやりたいという人に届いてるかという問題を言ってるん

ですよ、それは。 

○委員  それは私のところで、茶室があります、ありますという、それもやらなくてい

いとは言わないけど、基本的に、それは市本体の広報の問題であるというふうに私は思い

ますが、それは違うんでしょうか。 

○市民総務課長  もちろん市のほうが持っている公の施設ですから、市民の、住民福祉

のための施設ですから、市のほうは、市のほうで十分そういった広報には努めていかない

といけない。指定管理者としても、当然その自分の施設については、そういう意味におい

ては、一定の努力をしていただかないと。だから、そのコミュニティセンターが尐し独特

なのは、先ほどもお話しした、対象のエリアが一つの区に施設二つぐらいがございますが、

対象のエリアが非常に狭い。もともと市内在住者に利用を限っているような部分もござい

まして、そういった意味で考えると小さい地元の施設というような感じの施設でございま

すので。 

○部会長  こういうような施設であれ、何でこのあたりを宣伝しないのというと、民業

圧迫というかね。だから細々とやっているというのは、実は、今日見たのは、余り民業圧

迫する施設はないけれども、もう尐し宣伝してもいいんじゃないかと。宿泊設備とか、あ

れは何というんでしょう、必ず出てくるんですけど、それと、今言った、実は市川を僕、

よく使っているんです、スポーツセンターをね。そうすると、市民と市民外と値段を変え

ているんですよ。今日はなかったですね。 

○市民総務課長  コミュニティセンターは、いわゆる市外割増料金とかという制度はな

くて、市内の方のみが利用。 

○部会長  そもそも利用できない。市川はできますよ。 

○市民総務課長  市内に在住、在勤、在学という形に条例がなっています。 

○委員  ここはね、だから、使えるところもあるね。料金が二段階になっているところ

もある。ありますよ、ほかの施設で。 

○市民総務課長  例外的にあるのが、花見川の花島公園という都市公園があるんですけ

れども、もうほとんど八千代に隣接しているんですが、そこはその都市公園の中にありま

すので、だれでも入れる都市公園ですから、利用者については限定しておりません。 

 あと、土気あすみが丘プラザというところがコミュニティセンターと同じ機能の施設と

して、条例は別で設けているので、そこは市外の方は使えますが、いわゆる市内のコミュ

ニティセンターについては、基本的には市内在住者、在勤者という。 

○委員  もう１点だけ、利用条件なんですが、利用条件、応募条件なんです。勝手に休

んでもいいのですか。勝手に料金を高くしちゃってもいいわけ。 

○市民総務課長  料金については条例で定めています。 

それから、開館時間、閉館日等については、逆に、条例よりも良くなる部分ではできま

すけれども、条例の中では最低開けていただくという形で、コミュニティセンターについ
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ては、基本的には年末年始が休みとなっています。 

○委員  年末の休み。だから、利用条件を聞く必要があるのかな。 

○部会長  それでは、いろいろと難しい問題も出てきましたけども、事務局にご検討い

ただきましょう。 

では千葉市の路外駐車場についての募集要項について、所管課から説明をお願いします

が、基本的なものは先ほどやったという前提で、違うところだけ、強調したいところだけ

お願いします。 

○地域振興課長  それでは、路外駐車場の募集要項等について、ご説明いたします。 

 初めに、資料５－１でございます。 

 「千葉市路外駐車場指定管理者募集要項（案）」について、ご説明申し上げます。 

 先ほどご説明いたしました中央コミュニティセンターの募集要項と、基本的に同じ作り

となっております。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

の骨格を定めたもので、全庁的に標準的なひな形として示しているものに路外駐車場の特

性等を加味したものでございます。 

 それでは、路外駐車場についての独自のその他の部分について、ご説明させていただき

ます。 

 ４ページをお願いします。 

 「４の管理対象施設の概要」ですが、良質かつ安価な駐車場の提供をコンセプトに、定

期駐車場貸出業務及び一般駐車場貸出業務を行っていること、及び栄町と中央の二つの立

体駐車場の施設の概要について記載しております。 

 続きまして、１４ページ、違うところというお話でしたんですが、９の経理に関する事

項、先の中央コミュニティセンターの説明にもあったんですが、新たに利益等の還元を盛

り込んでおります。先ほど、だいぶ議論があったんですが、当駐車場におきましては、利

益が予測されるものでございます。 

 次、１５ページをご覧ください。 

 「１０の審査選定」ですが、第２次審査の審査項目等がございます。これも全庁的に標

準的なひな形に当施設の特性を加えたものでございます。 

 先ほどの中央コミュニティセンターと同様、サービスの向上等を入れ込んであります。 

 募集要項につきましては、以上となります。 

 続いて、２枚おめくりいただけますでしょうか。 

 応募に使用する提案書の様式集一式を参考として添付してございます。 

 こちらも、中央コミュニティセンター同様、全庁的なひな形をもとに編集等をしたもの

でございます。 

 先ほど同様に、提案書をつけておりますので、基本的には同じ作りになっております。 

 次に、５－２でございます。 

 「千葉市路外駐車場管理運営の基準（案）」をご覧ください。２ページでございます。 

 「２の施設の分類に関する業務の基準」でございますが、駐車場の供用時間は、午前０

時から午後１２時までの２４時間としております。 

 次に、「３の管理業務」ですが、駐車車両の誘導、定期駐車券利用申請受付等の業務でご

ざいます。 
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 次に、３ページをお願いいたします。 

 「４の維持管理業務」についてですが、エレベーターを含む施設の保守管理業務、備品

管理業務及び清掃業務でございます。 

 管理運営の基準については、以上でございます。 

 次に、「千葉市路外駐車場の管理に関する基本協定書（案）」でございます。 

 中央コミュニティセンターと同様、全庁的なひな形を使用しており、また、今回、参考

としておつけしたもので、指定管理予定候補者が決定した後の協議を踏まえて作成するも

のでございます。 

 続きまして、資料５－３をお願いします。 

 Ａ３判の縦三つ折りの「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会審査項

目一覧表（案）」をご覧ください。 

 中央コミュニティセンターと同様、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。 

○委員  これは同じみたいだね、さっきのとね。 

○地域振興課長  基本的に全く同じです。 

 募集要項の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（案）を加

え、より詳細に、審査項目を定めたものが、今のご覧いただいているものでございます。 

 路外駐車場について、配点を１０点としたのは、同種の施設管理の実績、利益等の還元

の方針、利用者サービスの向上、利用者支援、利用促進、管理運営の執行体制、収入支出

見積もりの妥当性、管理経費の低廉化の８項目を入れております。基本的に同じでござい

ます。 

 評価の方法ですが、中央コミュニティセンターと同様、５段階の絶対評価で、合計点数

は１５０点満点となっております。 

 次に、資料５－４として、現在の指定管理者の評価シート、同様に、資料５－５として、

現在の指定管理者の運営状況確認表を参考資料として添付させていただいております。 

 説明は以上でございます。 

○委員  駐車場はもうかっているんだね。これを見ると。 

○地域振興課長  現行としては、１８年度から指定管理者になっておりまして、当時と

今の状況が、駐車場の環境が変わってきておりまして、路上駐車の取り締まりが厳しくな

って、駐車場が増えておりまして、なおかつ、時間貸しで、かなり下げている駐車場が増

えておりまして、なおかつ、その栄町と、今日見ていただいた中央立体駐車場の近辺を、

ご覧になってわかったと思うんですけど、正面にございますし、もうある意味、かなり増

えている状況で、そういう環境が今ありますので。 

○委員  安価で良質なと、さっき聞いたんですけれども、もう尐し安価で良質なのがあ

ると。 

○地域振興課長  安価も、条例上に料金の規定がありますので。 

○委員  駐車場の安いのが出てきて、京葉銀行プラザの後ろなんか、安くて、入りやす

いし、きれいな。 

○地域振興課長  刻みが細かいですね、１０分。こちらは２０分にしているんですけど、

またさらに下げて、１０分幾らとか。 
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○部会長  建物の中じゃないから、安全なんだよね。 

○地域振興課長  １００％ではないですが、より安全性は見込めると思います。 

○部会長  そうすると、尐し僕、質問していいですか。両方とも余りきれいじゃないな

と。 

○地域振興課長  ５８年度の設置ですから。 

○部会長  そういう金がないのかなと。 

○地域振興課長  それは指定管理者に尐し、私どもも間違いないです。もちろんです。 

○委員  １件６０万円というのは。 

○地域振興課長  修繕の、私どもです。 

○委員  どういう概念なんですか。これは全部そうですよね。ほかのものでも。ねじ１

個１００円とか何とか、それを１件というんですか。それとも、このフロア、全部ねじを

取っかえなきゃいけないといって、そのフロア全部のことを１件というんですか。 

○地域振興課長  その修繕にかかった案件にです。 

○委員  案件ごとで判断するの。 

○地域振興課長  ただ、現状としては、６０万円の修繕というのはさほどない、ほとん

どない。もっとかかる状況です。 

○部会長  それと、今後を考えると、やめちゃったほうがいいのではないかと。 

○地域振興課長  部会長、それは。 

○部会長  これは議論すると、怒られるけど、そういうプロジェクトをつくったほうが。

だんだん赤字になって、投入して５年後とかなるよりは、早目にそういうことで。何とな

く見ていてね。 

○委員  これ、結局、フローの収支というのは５００万円か何かしかないですよね。フ

ローの収支だから、だから、本来なら、土地のコストやらはないもの、それをやっていく

と、本来はもう赤字でやっているわけですよね。民間は黒字でやっているわけですよね。

赤字なら民間やらないわけですから。そうすると、本来、存在、周りにいっぱいあるのに、

何で存在するんだろうと。 

○地域振興課長  設置が５８年と６１年ですので、その当時の環境というのは駐車場が

ほとんどなくて。 

○委員  それは、その当時は先駆けて駐車場をつくれば、違法駐車が減るだろうという

目的があったと思いますけど、今みたいになってくるとね。 

○地域振興課長  そのお話ですと、部会長の話ですが。 

○部会長  これ、変な話、恐らく５０年後は千葉市も立派になって、ああいうのが欲し

い気がするけど、当面はやはり。だから、大前提は土地活用に。 

○委員  土地を売ったほうが。 

○部会長  この質問、保険の件なんですけど、さっきのプールで事故が起きるじゃない

ですか。これを見ると、指定管理者も保険が入ると。自動車なんかが火事起きたりなんか

するから、それの分担というのはしっかりしているんですね。いわゆる所有者たる市役所

としても入っているけども。 

○地域振興課長  対象はやはり市民がけがをされた場合とか、建物によってけがをされ

た場合に限定されますので、事故が起きた時のはついていない。市民にしか出ませんので。 
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○委員  スポーツ保険みたいなのは入っているわけでしょう。例えば、プールで子供が

溺れたときの保険も入っているわけですよね。 

○地域振興課長  そうです。 

○部会長  何か、まだご質問ありますでしょうか。 

○委員  今回はコミュニティと違って、点数の配点が、公益性とか、そういうのよりは、

収益性が中心になっているんですよね。 

○地域振興課長  そうです。 

○委員  それで点数が違ってくる。 

○部会長  ただ、あれでしょう。これ、尐し気になるのは、将来の収益計画、それは市

のほうで立てて見せるんですか。それとも、向こうで立ててくるわけですか。 

○地域振興課長  指定管理者さんが。 

○委員  いや、そんなこと、初めてのところはわからない。何か市が出さなくては。 

○部会長  基本的な部分が出せないと、出来ない。どこまで公開するか。ここに何か昔

のものを見せて、大体、恐らく業者は情報を知っているだろうから。 

○委員  ある程度、出してあげなきゃ。 

○委員  実績がわからないですね。 

○部会長  それは、ある程度オープンにしないと、かわいそうというか。それもどのぐ

らいかは検討していただいて。 

○委員  やはり駐車場であれば、駐車場の年間台数は何台ですとか何とか、全部示して

やって。 

○部会長  何かほかにありますでしょうか。 

○委員  料金は変えていいのですか、指定管理者が。 

○地域振興課長  先ほどのように、条例でもう定めていますので、その範囲内で。 

○部会長  駐車場で、何か優遇してやっているものもあるんですか。 

○地域振興課長  条例で金額を決めています。２０分３００円です。 

○委員  公平性の問題ですけど、さっき、栄町だったら、提携何とかってあったじゃな

いですか。ああいう場合、割安になるわけですか。 

○地域振興課長  そうですね。 

○委員  それは、ある程度、合理性があるからしようがないという、そういう考えで。 

○地域振興課長  そうですね。 

○委員  それでも、一応チェックできるんですね。 

○地域振興課長  はい。あとは、もう指定管理者のほうでサービス業に出すとかってい

う、そういう提案も当然出てくるわけです。 

○委員  この会議室の有効利用についての、何か点数というのはないのですか。 

○地域振興課長  それはもう口頭で、本来業務は駐車場でございますので。 

○委員  行政としてやるのは、公共性みたいなことで、この駐車場の場合にはどこかに

入る余地があるんですか。 

○地域振興課長  公共性。 

○委員  評価項目の一つには入ってくると思うんですけど。 

○部会長  例えば地震になったら優先的にとか。 
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○地域振興課長  そうですね、避難場所。基本的に市の公共の施設ですので。そういう

要求があれば。 

○委員  例えば障害を持っている人の減免とか、そういうのはあるんですか。 

○地域振興課長  条例上にあります。 

○委員  それは、どこの駐車場にも関係なく、そういう条例は適用されるから、アピー

ルする必要はないのですか。手帳をもっていれば駐車料金は下がるのですか、条例では。

そういう格好になっているんですか。 

○委員  これは、前提として、条例でやるから、一緒につけてもらわなきゃ、意味がわ

からない。条例見ないとわからないですからね。 

○委員  だから、あそこには別にアピールはしていないわけですよね、料金とかね。 

○委員  全然現場では見かけなかった。 

○委員  見かけなかったですよね、障害者が使えるとかというようなのは。そういう意

図があるんだったらね。 

○部会長  何かほかに。 

 なければ、今日は、比較的に何か厳しい議論をされて、かなり自主的な議論で、そろそ

ろ僕らもこういうことをやっていかないと、やはりこういう手間暇かけて時間をかけて話

したという部分で、多尐は貢献したかなということで、最近のいろんな問題が出てきたん

ですけど、慎重に検討していただければと思います。 

 それでは、最後に、議題４の「今後の審議予定」についてですが、議題４については、

公開でよろしいですか。 

○事務局  これについては、非公開には該当いたしません。 

○部会長  それでは、これからは公開ということで、いれば、傍聴人を入れていただき

ます。 

○事務局  傍聴人はおりません。 

○部会長  それでは、進めます。 

 議題４の「今後の審議予定について」、事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局  今後の審議予定でございますが、来週、８月５日木曜日でございますが、第

２回市民・文化部会を開催いたしまして、本日、ご覧いただいた施設以外の文化施設の施

設見学及び募集要項審査基準等の審議を行っていただく予定でございます。 

 また、その後、応募提案がそろった後、１１月２２日と２４日に第３回、第４回市民・

文化部会を開催いたしまして、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

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいまの事務局の説明について、何かご質問やご意見、コメント等があれ

ば、よろしくお願いいたします。 

 ないのであれば、今日の審議は大分、予定時間を僕も１時間半ぐらいを予定をしたんだ

けど、実質のいろんな審議をされたんで、いろいろとご迷惑をかけたと思うんですが、よ

ろしくお願いします。 

 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、ご審議ありがとうございました。 
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 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回市

民・文化部会を閉会いたします。 

 なお、次回の会議は、先ほどご説明させていただきましたとおり、８月５日木曜日の第

２回市民・文化部会となります。 

 会議の開催場所は、ここ中央コミュニティセンターの５階５２講習室となりますが、当

日は、午前９時から文化施設の見学をしていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。 


