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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４回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１１月２４日（水）午前９時半～午後５時 

 

２ 場所：千葉中央コミュニティセンター５階 ５２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、土谷主事、平野主事、矢永主事 

青葉生活文化部長、小倉文化振興課長、久保主査、苅谷主任主事、大木戸主任主事 

 

４ 議題： 

（１）第１次審査の結果について 

（２）忚募者が１者の場合の指定管理予定候補者の選定について 

（３）千葉市文化施設等指定管理予定候補者の選定について 

（４）千葉市民ギャラリー・いなげ指定管理予定候補者の選定について 

（５）千葉市美術館の管理運営の基準及び提案について 

（６）今後の予定について 

 

５ 議事概要： 

（１）第１次審査の結果について 

  千葉市文化施設等及び千葉市民ギャラリー・いなげに忚募があった団体について、  

事務局において、欠格事項に該当しないかを審査した結果、全忚募団体において該当 

事項はなかった旨を報告した。 

 

（２）忚募者が１者の場合の指定管理予定候補者の選定について 

  千葉市文化施設等及び千葉市民ギャラリー・いなげについて、ともに忚募者が１者で

あったため、忚募者の提案内容が市の募集要項及び管理運営の基準に定める最低基準を

満たしているか否かについて審査することとした。 

 

（３）千葉市文化施設等指定管理予定候補者の選定について 

 「アートプレックスちば事業体」について、忚募者へのヒアリングを実施し、審査、

意見交換を経て、募集要項及び管理運営の基準を満たしているとして、指定管理予定 

候補者として選定することと決定した。 
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（４）千葉市民ギャラリー・いなげ指定管理予定候補者の選定について 

 「財団法人千葉市教育振興財団」について、忚募者へのヒアリングを実施し、審査、

意見交換を経て、募集要項及び管理運営の基準を満たしているとして、指定管理予定 

候補者として選定することと決定した。 

 

（５）千葉市美術館の管理運営の基準及び提案について 

 非公募施設については、指定管理予定候補者の提案内容が管理運営の基準を満たして

いるかどうか審査することとした。 

 まず事務局より千葉市美術館の管理運営の基準について、説明を行った後、指定管理

予定候補者である財団法人千葉市教育振興財団のヒアリングを実施し、意見交換を経て、

当該者は千葉市美術館の管理を適切かつ確実に行うことができるものと認められた。 

 

（６）今後の予定について 

 平成２３年４月からの新指定管理者での管理運営に向けての今後の予定について、 

事務局より説明を行った。 

 

６ 会議経過： 

○司会  おはようございます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりい

ただき、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４回市民・文化部会を開会いたします。 

 本日の司会を務めさせていただきます、市民総務課総務係長の野本でございます。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づき、公開されております。 

 傍聴人の方は今のところ、１人もいらっしゃらないです。 

 それでは、開会に当たりまして、朝生市民総務課長からご挨拶を申し上げます。 

○市民総務課長  おはようございます。市民総務課長の朝生でございます。 

 本来ですと、熊谷市長からご挨拶を申し上げるところでございますが、所用により出席

できませんので、かわりまして私から一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、一昨日に引き続きまして、年末のお忙しい中、第４回と

なる市民・文化部会にご出席を賜りましたこと、誠にありがとうございます。 

 また、日頃から、市政各般にわたりまして多大なるご支援、ご協力をいただいておりま

すこと、この場をお借りして、重ねて深く感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、本日、ご審査いただくのは、５つのホール等を一括公募した文化施設等、そして

市民ギャラリー・いなげ、また非公募案件でございます千葉市美術館等の文化関係施設で

ございますが、一昨日の中央コミュニティセンター、路外駐車場と同様に、８月上旪に開

催した第２回の会議でご審議いただきました募集要項等により、９月２７日から指定管理

者の募集を開始いたしまして、現地説明会、質問の受け付け・回答等をして、１１月１日

から５日までの間に指定申請書を受け付け、第一次審査を終えたところでございます。 

 本日は、最終選定となる第二次審査等を行っていただくわけでございますが、委員の皆
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様方には、ぜひ豊富なご経験、そして高いご見識により、的確なご選定をいただくように

お願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

 どうか、本日はよろしくお願いいたします。 

○司会  次に、本日の配付資料ですが、お手元に配付のとおりでございます。 

 次第、席次表、会議資料、指定申請書類等でございます。 

 もし、不足等がございましたら、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いたします。 

 本日の出席委員は５名中５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。 

 部会長、よろしくお願いいたします。 

○部会長  おはようございます。一昨日は丸々１日、大変な緊張のもとで議論して、か

なり突っ込んだ議論ができたと思います。今日は一昨日とは違う、１者忚札という部分で

すので、それなりに大変かなと思っていますので、また続きをよろしくお願いします。 

 それでは、次第に従いまして議事を進行していきたいと思います。 

 今日の議題ですが、一部非公開となっていると思うのですが、事務局、いかがですか。 

○事務局  議題１から議題４及び議題６につきましては、公募施設の選定にかかわる内

容と、今後の内部事務の情報が含まれることから非公開、議題５につきましては、非公募

施設ですが、忚募団体のヒアリング部分について、団体の情報が含まれる可能性があるこ

とから、非公開に該当すると思います。 

○部会長  それでは、今、報告がありましたように、議題１から議題４及び議題６につ

いては非公開、議題５については忚募団体のヒアリング部分についてのみ非公開とするこ

とにしますので、よろしくお願いいたします。 

 今は傍聴人不在につき、このまま進めていいんでしょうか。 

○事務局  はい。 

○部会長  それでは、議題１の「第一次審査の結果について」、事務局から報告をお願い

いたします。 

○事務局  それでは、「千葉市文化施設等」及び「千葉市民ギャラリー・いなげ」の忚募

状況と第一次審査の結果についてご報告いたします。 

 まず、「千葉市文化施設等」ですが、資料２－１のほうをご覧いただきたいと思います。 

 まず、１０月６日、７日の現地説明会及び施設見学会には１７団体の参加があり、この

うち、１１月１日から５日の忚募期間内に忚募があったのは、「株式会社ケイミックス」と

「アートプレックスちば事業体」の２団体です。 

 その後、「株式会社ケイミックス」につきましては、１１月１２日付で忚募が取り下げら

れましたので、忚募者は、「アートプレックスちば事業体」の１者となっております。 

 この「アートプレックスちば事業体」につきまして、次のページの資料２－２ですが、

こちらにございますとおり、事務局において、第一次審査の七つの審査項目に該当しない

かを審査した結果、該当事項はございませんでした。 

 次に、「千葉市民ギャラリー・いなげ」ですが、資料３－１をご覧ください。 
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 １０月６日の現地説明会及び施設見学会は５団体の参加があり、このうち、忚募があっ

たのは、「財団法人千葉市教育振興財団」の１団体です。 

 この「財団法人千葉市教育振興財団」について、次のページの資料３－２のとおり、事

務局において、第一次審査の七つの審査項目に該当しないかを審査した結果、該当事項は

ございませんでした。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、何かご質問があればお受けいたします。 

 これはちょっと、説明だけは大勢来ていて、実際の忚募が１者というのは、何ゆえに尐

なくなってしまったのか。それは、後で、みんなとの議論のときに、ちょっとご説明をお

願いします。 

○委員  今の段階でも。結構見学者は１７者と多かったですね。 

○部会長  その部分は、意見交換のときまでにご用意いただければ。 

○事務局  文化施設等は、単体で施設見学会に参加をして、事業体で一つになっており

ます。それ以外の施設説明会に来たけれども、忚募がなかった理由については、個別にこ

ちらで問い合わせ等はしておりませんので、わかりかねます。 

○文化振興課長  一般的な話になると思うんですけども、市から募集の要項が出て、ど

ういう内容か、社として受注するかどうか、戦略の意味で、内容を確認したところ、社内

会議の結果、忚札しないと。要は市の仕事については、収入が上がるかどうかというとこ

ろも含めて、協議した結果、忚募がなかったのであろうという推察です。 

○部会長  我々のような監査法人、１０年ぐらい前から、こういう公の仕事に入札する

ときに、比較的我々は文書をつくるのに慣れているにもかかわらず、ものすごく労力が要

るんですね。えらい大変なんですよ。だから、実は、我々が感じたのは、忚募するなら金

が欲しいねと。いわゆる人件費がものすごくかかっている。慣れてしまうと、それなりに

さっとできるんですけど、今回、忚募を読んで、中身を見ていると、ここなのではないか

とか、いろいろとあるんですよね。実は読んでいて、実態と文章の差みたいなものを多尐

感ずるんです。やはり、文章できちっと書かなければだめという部分と、やはり慣れてな

い部分と。ほかのところでも、今回審査して、みんな一忚、一次審査オーケーですよね。

あれで落とされるようなところもあるんです。書けないんですね。これは、我々経験から

しても、やはりなかなか難しい部分があって、そのぐらいはクリアしなければという部分

と、逆に言うと、今回のものを見ていると、非常に小さいところだとすごく荷が重い。だ

から、共同事業体のように、大きいところで慣れているようなところに、専門知識でうま

く入って、そのよさみたいなのもあるなという気がします。そういう、忚募しやすいよう

な対策を多尐考えられたら。 

○委員  たくさんやっているところは、フォーマットなんか全部できていて、中身の数

字だけ変えている。だから、一昨日の会議でわかったけど、船橋市駐車場なんて、そのま

ま残ってしまっている。明らかに同じフォーマットで数字だけ変えているから、そういう

ところはコストが非常に安くて済むけれども、新たに参入しようということになると、全

部最初からいかなければいけない。そういうのがあるので、今、部会長がおっしゃったこ

とは、本当に正しい。やろうと思っても、なかなか。全部コスト倒れになってしまいます

からね。新しいところというのは、やはりそういう問題がある。 
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○部会長  いろいろなところを見ていると、かなりきめ細かくやらないと。今後の課題

として、ちょっと申し上げておきます。 

 それでは、議事進行していきますので、ただいまの報告のとおり、文化施設等と市民ギ

ャラリー・いなげとも、忚募者が１者となっていることになります。忚募者が１者の際の

指定管理者予定候補者の選定方法について、議題２にありますが、いかがですか。 

○事務局  それでは、忚募者が１者の場合の指定管理予定候補者の選定方法についてご

説明させていただきます。 

 資料の４をご覧いただければと思います。 

 対象施設は「千葉市文化施設等」及び「千葉市民ギャラリー・いなげ」でありまして、

ただいまご報告いたしましたとおり、この２施設につきましては、忚募者が１者のみとな

りましたことから、選定方法の変更についてお諮りするものです。 

 ８月に開催いたしました第２回の部会におきまして、委員さん方には、この２施設につ

いて、他の公募施設と同様に採点表及び審査項目の案についてご審議いただいたところで

すが、従来の採点表等は、公募により複数の忚募があることを前提に、忚募者間の差異を

点数化し、忚募者の順位づけをするためのものでありました。 

 しかしながら、今回、忚募者が１者のみとなりましたことから、従来の採点表等を破棄

し、審査項目ごとに、忚募者の提案内容が、市の募集要項及び管理運営の基準に定める最

低基準を満たしているか否かについてご審査いただくこととするものです。 

 具体的な審査方法ですが、資料５－１の審査表、「千葉市文化施設等」の審査表が５－１

にございますので、ご覧いただければと思います。 

 審査表の上のほうに記載がございますけれども、提案内容が募集要項及び管理運営の基

準に定める水準を満たしていれば「適正」として「○」を、満たしていなければ「×」を

記載していただきたいと思います。 

 また、募集要項及び管理運営の基準に定める水準は満たしているものの、協議の中で、

提案内容等の補正を求めるなどの対忚が必要と思われる項目につきまして、「△」を記載し

ていただきたいと存じます。 

 審査資料につきましては、資料５－２に、「千葉市文化施設等」の審査表がございますの

で、ご覧いただければと思います。 

 表の左から「指定の基準」、「審査項目」、そして一つ飛ばしまして、「様式」の部分につ

きましては、前回ご審議いただきました「審査項目表」と同様になっております。 

 また、左から三つ目の課題の部分については、市が、提案書中に記載するように求めて

いる内容で、提案書様式中に記載の内容と同じとなっております。 

 今回、新たに設定いたしましたのが、表の右から二つ目の「審査の視点」それと、「提案

の要約」です。 

 提案書の内容が「審査の視点」、右から２番目の「審査の視点」を満たしていれば、市が

求める最低基準を満たしていて「適正」となり、これを満たしていなければ、「適正ではな

い」とするものです。 

 所管において、あらかじめ、忚募者の提案書の中から、この「審査の視点」に適合する

と考える部分を抜き出し、表の一番右の「提案の要約」に記載しておりますので、審査の

参考にしていただければと思います。 
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 資料６－１、資料６－２が市民ギャラリー・いなげのもので、市民ギャラリー・いなげ

の審査表、審査資料になっておりますので、文化施設と同様なつくりになっております。 

 忚募者が１者の場合の選定方法につきましては、考え方につきまして、全市的に統一し

ているものでございます。 

 なお、審査表につきましては、施設ごとに、審査終了時に職員が回収させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局から忚募者が１者の施設の指定管理予定候補者の選定方法等について

ご説明がありましたが、何か、質問とか、ご意見、あるいはコメントがありましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員  私は不勉強で申しわけなかったんですが、こういう記録を見ると、結局、現在

やっているところが申し込んでいるわけですか。 

○文化振興課長  そうです。 

○委員  そうすると、妥当性といったら、みんなちゃんと書いてくるに決まっていると

いうか、それと、今までの実績との比較が重要だなと思います。今度どうしたいかという

点で、比較の文書がないので、わかりにくいと思うんですけれども。 

○委員  私、ちょっと質問したかったんですけれども、従来、指定管理者を一忚決めま

すよね。例えば、年度ごとにとか、一定期間後に、その事業内容等について、市側として

は審査したり、評価したりすることというのは行っているんでしょうか。 

 もし、そういうものがあるとするならば、こういう従来からやっている事業者の場合に

は、その辺のものを参考資料としては出していただいてもいいのかなと思うんですけども。 

○部会長  どうでしょうか。 

 僕の経験だと、毎年、こういう委員会に報告されて、チェックされる状況のシステムは

とっております。千葉市の場合はどのように。 

○事務局  千葉市の場合は、昨年度末にできました、今お願いしていますこの審査会を

設けまして、来年度からこちらの審査会で評価をしていただくような形をとることになり

ます。 

○部会長  今まではなかったんですか。 

○事務局  今までは外部の方にという形ではございません。市によるモニタリングは、

毎年度行っております。また、指定管理者の評価シートをホームページ等で公表しており

ます。 

○委員  要するに、税金を使っていますから、予算と決算の中での、評価の仕組みはあ

るんですよね。ただ、言ったことと、やったことがどうなっているかの評価はない、こう

いう理解でいいんですよね。そういう仕組みがなかったと。それは、市役所の中ではあっ

たかもわからないけども、外部を入れてというのはなかったと、こういう理解でいいです

か。 

○部会長  来年例えば、提案しているもので、ここの委員会に出てきて、違いますよね、

というのは言う機会があるんですね。 

○委員  来年からですね。 
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○部会長  そうです、来年から。 

○部会長  というのは、ここを提案どおり何でやっていないか等を、言うチャンスがあ

れば、助かるというか。 

○事務局  来年度以降、そのような形で皆様にご審査していただくような形になります

ので、よろしくお願いいたします。 

○部会長  今回の提案書を見ていると、実績のデータがないんですよ。いわゆる利用率

とか、大体出てくる、例えば提案書に、前年度は８０％の利用率ですけど、今年は８１に

するとかね、具体的な目標値というのを訴えてくるんですが、確か、何カ所かあったみた

いですが、あまりないな、という印象はあります。ですから、なかなか難しい。形式に流

れてしまうから、我々も実は取り扱いに苦労しているんですよ。出てきてしまうと、クリ

アすればいいだろうという話ではないなというので、非常に気をつけてはいるんですけど。 

○委員  どうしても字面だけ書いて、例えば経費の削減というと全部残業代を削減しま

すと書きますが、全体的な委託費を左右するほど残業代を払っているかということは、何

もわからないわけです。ただ、見てみると、すごい改革だなと言えるんだけど、実際は何

万円かしか違わないというのでは、余り提案としては意味がなくなってくるわけですよね。 

○市民総務課長  ほかの施設も同じですけれども、過去のその利用率であったり、稼働

率であったり、収入であったり、そういったものは、参考資料として現地説明会ではお配

りしております。 

○委員  だから、この場でもし必要だったら聞けばいいということですね。 

○部会長  そうですね。 

○事務局  ヒアリングのほうで、そのあたりも聞いていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○部会長  それでは、進めていきます。 

 忚募者が１者の施設の指定管理者予定候補者の選定方法については、事務局案のとおり

ということで進めたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○部会長  次は、議題３「千葉市文化施設等指定管理者管理予定候補者の選定について」

に進みます。 

 初めに、所管から何かありましたら、よろしくお願いします。 

○文化振興課長  文化振興課の小倉と申します。よろしくお願いします。 

 ただいま、委員さん方からご意見が出た分について、例えば、市として様式については

どう考えているかということで、所管課としての意見を述べるということであれば、お話

しはできるかなと思います。とりあえず、我々として今後、選定された後に、提案書の中

で協議していくというのが幾つか出てくると思うんですが、その審査をされる段階で、こ

の辺については、我々は確認したい項目ですとか、あるいは、これについては、提案の中

身が違うので、理解してもらいたいと考えているという点については、事前にご説明をさ

せていただこうかなと思っています。そちらのほうの話でよろしいでしょうか。 
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○部会長  はい。 

○文化振興課長  それでは、提案書をご覧ください。提案書の様式１６号、３４ページ

ですが、これはサービスの向上ということで、文化施設の利用向上に向けた提案を求めて

いるところですが、割引料金制度というところで、ロケ割引というものを新規で提案をさ

れています。このロケ割引というものが、実際どういうことでやろうとしているのか、あ

るいはどういう内容なのかということを我々としても一忚確認したいということと、もし

この内容が提案として認知できるものであれば、美浜文化ホールとしての提案で、ほかの

文化施設には提案として上がっていませんので、ほかの文化施設にも適用することは考え

ていないのかどうかということについては、確認をしたいと考えています。 

 それから、提案書の２４号、６６ページと６７ページですが、これも美浜文化ホールの

関係ですけれども、これは自主事業に関する記述と収支予算の関係ですが、この収支予算

の表の合計でいきますと６７ページの上ですが、毎年度、３６０万円という赤字での収支

がなされているんですね。５年間合計しますと１，８００万円という提案なので、この赤

字のままの提案等を受け取っていいのかどうかという確認。 

 それから、赤字だとしたら、赤字で提案してきた、その理由は何かについて、確認をし

ておきたいなと考えております。 

 続きまして、提案書様式４７号、１２５ページでございます。自主事業について、財源

確保として、こういう収入を当て込みますという一つに、二つ目の丸で助成金収入という

欄があるんですけども、これは、国、県、市等の助成金を受けられるメリットを最大限活

用して、という提案ですが、国とか県の助成制度、これは申請をして認められれば、お金

が入ってくるものですけども、そういう国とか県の助成制度を活用した財源確保という提

案は尊重できるんですけども、今回、千葉市は指定管理者としての自主事業は、これに資

本投入をするということはございませんので、市について補助金を受けられる前提での提

案はあり得ないということについては、理解を求めさせなければいけないと思っています。 

 大きく言うと、この３点でございます。ほかに、いろんな表中で、数字のけた漏れとか、

誤植等はあるので、それについては、後ほど訂正等は求めたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○部会長  今のものは、僕のほうから質問させていただきたいのですが、それで、その

結果なんですが、これも提案書の訂正をさせておくかどうか。というのは、これから毎年

チェックが入りますから、この提案書をもとに我々はチェックするという前提にすると、

今言った誤植も含めて、訂正をお願いしたほうがよいと思いますが。その辺はどう考える

のですか。 

○事務局  もし、この団体でということで、この会議で選定していただいて、市で決定

いたしました後には、団体と市で協議を行ってまいりますので、そちらのほうで訂正・修

正をさせたりとか、いろいろご意見をいただいた部分を反映させたりという形で、事業計

画書をつくってまいります。 

○委員  この表を見ていると指定管理者委託料は、運営管理費から利用料金収入を引い

たものになるようになっているんですか。 

○文化振興課長  表上はなっています。 

○委員  自主事業が変わってくるから自主事業を入れると合わないよね。様式５２号で
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見ると、片一方は収入が４９億で片一方が４９億１，８００万だから、１，２８７万５，

０００円合わないんだけど、これ自主事業はかまわないということですね。この注書とい

うのは、あくまでも基本的なところだけで合うようにしなさい、そういう意味。 

○文化振興課長  もともと市からの委託料と利用料金収入を足したもので管理をしなさ

いというもので、指定管理者に対して市からのお願いをしています。それ以外に自主事業

がありますが、それは市のお金ではなくて、自分たちで独立して、そういう事業を、ここ

を使ってやりなさいと、その点を、何をやりますかという点を求めており、本来は、収支

がゼロであればいいんですけど、そこだけでマイナスになったりとかすると……。 

○委員  それで責任とりなさいという意味ね。 

○文化振興課長  そういうことです。逆に言えば、赤でもやりますと言われれば、それ

を市のお金で補てんしてはいけませんよということですね。 

○部会長  会計士としては、一番区分経理でね、市の分と、きちっとした自主事業と分

けていますかということが、非常に重要なことで、本当はこの辺は多尐のチェックが入ら

ないと、自主事業の費用をこちらへ持っていってしまうという可能性もある。 

○委員  そうなっている。だから、自主事業でやったら、ホール使用料は、この表の上

の段の、いわゆる普通経常的な指定管理料の収入の中へ入っているんですよね、この仕組

みは。 

 だから、そういう仕組みでいいのかどうかというのは、検討する必要があると思います。

自主事業やれ、収入増やせでやれば、ホール使用料を払わなければいけない、こういう仕

組み。これどうなのかなという疑問はありますね。 

○文化振興課長  自主事業は、基本的に指定管理者としてとります。逆に言えばもうけ

ていいですよというのが本来自主事業になるんですね。それが今は、指定管理事業の経費

区分と、それ以外の区分とは、明確に、現指定管理者は分けていますので、このお金がそ

の年度内にこちらに行くということは基本的にあり得ないですね。 

○委員  利用料は払わせるわけだよね。 

○文化振興課長  そうですね。利用料金は払います。 

○部会長  この自主事業を増やしていくという方針もあると、今言ったような問題点も

だんだん重要になってくる。今だって、５％とかだったら、どんぶり勘定でもいいかなと

いう感じはするけど、特に、外部に委託して、株式会社の場合はいろんな問題があるから、

これは一つの課題かなということで、今回はそういう問題があるという認識さえしていた

だければということで、進めたいと思います。 

 それでは、今の点については、このままでいくということで、次に「アートプレックス

ちば事業体」のヒアリングを行いたいと思いますので、入場をお願いしていただきたいと

思います。 

 

（アートプレックスちば事業体 入室） 

 

○部会長  それでは、アートプレックスちば事業体さんのヒアリングを行いたいと思い

ます。 

 １０分間で、本日の出席者の自己紹介と提案骨子の簡潔な説明をお願いいたします。 
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 その後で、私ども委員から約２０分間ご質問させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○アートプレックスちば事業体  それでは、このたびの千葉市の文化施設等の指定管理

者募集に際しまして、このような機会を設けていただきまして、大変ありがとうございま

す。 

 それでは、本日の出席者の紹介をさせていただきます。 

 申し遅れましたけれども、私は、アートプレックスちば事業体の代表団体でございます

千葉市文化振興財団の理事長をしております太田 博と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、ＦｕｎＳｐａｃｅ株式会社代表取締役社長の鈴木 茂でございます。 

 利用者満足度あるいは顧客満足度等を担当しているものです。 

 続きまして、株式会社ハンズオン・エンタテインメント、代表取締役社長の菊地哲榮で

ございます。現在の美浜文化ホールの芸術担当でございます。 

 事業体におきましては、自主事業の企画運営、広報宣伝を主として担当してもらいます。 

 続きまして、株式会社千葉共立代表取締役社長の湯浅義雄でございます。舞台芸術関係

を担当してもらいます。 

 最後に、財団法人千葉市文化振興財団の総務担当をしております林秀行でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、座ってご説明をさせていただきます。 

 まず、具体的な提案書の概略に入る前に、一言お許しをいただきまして、私ども千葉市

文化振興財団の決意ということを申し上げさせていただきたいと思います。 

 私ども千葉市文化振興財団は、今回、公募の５施設のうち、千葉市美浜文化ホール以外

の４施設を運営して参ったところでございます。我々なりに精いっぱい努め、安定した管

理運営を実現してきたと思っております。しかし、現在その取り組みの結果を見ますと、

時代や社会のニーズに忚え切れていないのではないか、あるいはまちづくりへの波及効果

が十分ではないというのが率直な自己評価でございまして、この点につきましては、率直

に反省を含めてこうした思いを強く持っているところでございます。 

 そして、従来のやり方のままでは、この状況を打ち破ることは難しいと、こういうこと

で、発想の大転換を図りまして、このたび、民間各社とともに、その力を借りまして新た

な道を歩むことを決意をいたしているところであります。 

 私どもは、自分たちが変わらなければならないという危機感を持ちまして、チャレンジ

ャーの覚悟で、指定管理者選定に臨んでいるものでございます。 

 まずは私ども財団自らがこれまでの体質をチェンジして、原点に立ち戻って、チャレン

ジすることをここに表明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして、提案書の内容につきまして、構成団体の一つでございますＦｕ

ｎＳｐａｃｅ株式会社の鈴木からご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○アートプレックスちば事業体  鈴木です。これから私がお話しすることは、三つの分

類になっております。一つの部分は、私たちの使命・課題、２番目が使命・課題をどのよ

うな形で具体的に取り組むかという取り組み、３番目が、その取り組む対策に対しての支
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えるシステムになっています。 

 １番目の使命なんですが、指定管理者として最も大切な使命というものを私どもは千葉

市の文化芸術振興計画の具体化、その具体化を通じて千葉市の地域づくり、活性化に資す

ることだと考えております。 

 そのために、私たちはまちづくり貢献と、それから時代と社会のニーズへの対忚という

基本を掲げまして、チェンジ、チャレンジし続けます。 

 ２番目が、この使命・課題に対しての具体的な対策なんですが、これもまた三つありま

す。一つ目が、５０ページを開いていただきたいと思うんですが、５０ページは、この中

で４施設連携事業というのが書いてあります。文化芸術振興計画の市民からの声を見ます

と、千葉市民としての誇り、一体感が希薄、個性や魅力に乏しい顔の見えにくい都市千葉

というような指摘がございます。私たち指定管理者では、この現状のイメージを打ち破る

知恵とパワーをもって変えていこうと思っております。それによって、市民に文化施設を

もう尐し身近なものにし、地域活性化につながる対策として、６区選抜市民文化祭を新設

いたします。今まで、いろんな文化団体、文化連盟様を始め、個人、団体とやっておりま

すが、千葉市全域を絡めてやりたいなと思っております。 

 二つ目、４３ページを開いていただきたいと思いますが、これは利用者本位のサービス

について述べております。その中の一つとして、「ステージ・コンシェルジュ」を設置いた

します。利用者の窓口にホールの運営のプロを置きまして、利用者をサポートします。か

つ、この話し合いの中で利用者のニーズを吸い上げたいと思っております。 

 三つ目が４８ページを開いていただきたいと思いますけれども、４８ページは文化の土

壌づくりという形で述べております。 

 この文化芸術振興計画の中で、文化イベント及び活動の情報が不足している。この情報

の不足に対忚して考えているのは、私たち「アーツステーションちば」を新設します。こ

れは、情報の提供の拠点になります。かつ、単なる情報ばかりではなく、ボランティア、

交流の活動の場をやりまして、利用者サービスの拠点にしようと思っております。 

 １ページさかのぼって、４７ページを開いていただきたいんですが、同じ文化土壌づく

りの一つとして、若者、子供たちのすそ野を拡大しなければいけないと思っております。

「千葉市キッズサポーター制度」を設置いたします。これはどういうことかといいますと、

個人企業の寄附を集め、基金をつくりまして、この基金をもってチケットを購入し、子供

たちを招待するという仕組みです。おかげさまで、美浜文化ホールでは実施しておりまし

て、好評を得ております。 

 次に、これらの施策を支えるもの、それから実効を担保するというもので、内部的なシ

ステム、外部的なシステムの二つが挙げられます。内部的なシステムとしましては、財団

と民間が一体化、かつ専門性を生かすということが前提です。すべての施設で同一サービ

ス、予約システムの一体的運用等、効率化を図ります。もちろん、相互の人事交流を行い

ます。かつ、定期的な顧客満足度、業績の評価システムを取り入れ、最高意思決定機関で

ある運営会議でチェックする体制を整えます。 

 外部的なものでは、５１ページを見ていただきたいと思いますが、文化施設というのは

やはり外部との連携が大事です。そう思っております。千葉市在住のアーティスト、文化

団体、オーケストラ、教育機関、ボランティア、そして市民大学の熱心なファンと、私ど
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もは長い時間太いパイプを築いてきたつもりです。私たちの任務としては、千葉市の持つ

人的財産を生かし、拡充することが重要な任務ではないでしょうか。 

 以上、使命として文化芸術振興計画の具体化、三つの取り組み、内部、外部のシステム

で文化を中核として市民が一体感を味わうことのできる、千葉といえば文化のまちという、

誇りを持つまちづくりに貢献します。 

 チェンジ、チャレンジの精神で地域活性化に甘えることなく取り組む所存ですので、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。 

 最初に、この提案書の中で、幾つか確認させていただきたいところがありますので、様

式１６号です。ここで、ロケ割引ということを言われていますが、美浜文化ホールだけが

利用料金割引制度でロケ割引になっていますけれど、新規提案になっていますが、美浜文

化ホール以外の文化施設では適用する可能性があるかないかの確認をしたいというふうに

思います。 

○アートプレックスちば事業体  ちょっと復唱しますと、美浜文化ホールのロケ割引の

ことについて一つ、それからもう一つ、ほかの館ではどのようなのか。 

 では、まず美浜のことは、菊地から。 

○アートプレックスちば事業体  ロケ割は、実は美浜文化ホールは新しいホールで、と

ても注目を浴びています。それから、各種建築的な、デザイン的にも、各賞をいただいて

おります。その状況から、テレビ局あるいは映画会社がぜひそこで撮影をしたいというよ

うな背景がありました。では、これを利用率向上と収入アップをぜひ我々もつなげたいと

いうことで、その中で宣伝をしていただくという可能性があるんですよ。例えば、テレビ

番組で紹介してもらったり、あるいはそこで出演した有名なアーティストがこのホールの

ことをということで、これは広報とあわせて割引制度を積極的に宣伝を兼ねながらやって

おるというのが現状です。 

○アートプレックスちば事業体  それから、もう一つの質問で、美浜以外のところのも

のは、財団のほうの林さんのほうから。 

○アートプレックスちば事業体  今回の提案については、今の説明でございましたとお

りでありまして、その他の施設については、今のところ、美浜の状況を見まして、これは

提案には書いていないですけど、状況によって、美浜さんのほうで要望がたくさんありま

すよという形であれば、それは随時検討をしていきたいと思っております。 

○アートプレックスちば事業体  まずは、引き受けてから、というような方向でありま

す。 

○部会長  わかりました。次に、様式２４号なんですが、美浜文化ホール自主事業の収

支予算で、毎年度３６０万円赤字が出ている。５年間だと１，８００万円赤字になるんで

すが、赤字のままの提案で受け取ってよいものかどうかということ、それと何で赤字にな

るかという理由を聞きたい。 

○アートプレックスちば事業体  ちょっと、説明不足で、訂正させていただきます。 

 実は、今までも約３６０万円の予算を各企業から得ています。それから助成金と合わせ

て、３６０万円、プラ・マイゼロにしています。これが現状です。この４年間。これから

も、収支予算はプラ・マイゼロになります。各企業からの協賛金と、それから助成金で３
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６０万円はプラ・マイゼロになります。失礼しました。 

○アートプレックスちば事業体  自主事業の予算がゼロですので、かかった費用はプラ

ス・マイナスで３６０万円ぐらいかかると。これを各企業の広報宣伝費、助成金でゼロに

しているということです。 

○部会長  わかりました。次に、様式４７号で自主事業の基本的な考え方の、助成金収

入の提案について、国とか県の助成制度を活用した財源確保の提案は、尊重できるんです

が、市の補助金を交付することが、規定上、自主事業の場合ないですが、それは。 

○アートプレックスちば事業体  それ以外を想定したすべての提案内容であります。収

支もそのとおりです。 

○部会長  それでは、何かご質問。 

○委員  それでは、二、三、私のほうから。 

 まず、収支のところで、経常収益が３，０００万円を超えたときという、経常収益とい

うのは、こちらの様式５２号でいうと、どの概念なんですか。経常収益の３，０００万円

超えた分の２０％か何かを還元しますよと、こうあるんですけれども、経常収益というの

は、どのことを言っているのか。 

○アートプレックスちば事業体  それでは、収支予算の様式の５２号についてのご質問

ですので、経常収支の考え方としましては、こちらの表の中に収入と支出がございますの

で、この収入の合計額と支出合計額、全部入れた形の収支という形で考えております。 

○委員  構わないですけどね、還付するんですから。委託料をいただいた分を、指定管

理料をいただいたものを、後から返すという格好ですからね。それで問題はないというふ

うに思うんですけれども。 

 それからあと、コストを下げていく工夫の中でね、例えば、文化ホールなんかは、ぱっ

と見て、人員の張りつけを見ると、受付業務にかなりの人員が入っているんですよね。し

かも、１年前ですか、施設利用の忚募は締め切って……。 

○アートプレックスちば事業体  １年先までの分でございます。 

○委員  だから、１年先までなんですか。それを公開抽選する、こういう仕組みなんで

すよね。そうすると、いわゆるそれぞれの施設を相互にネットで結んでやろうとか、非常

に効率化を図られているわけですから、思い切って対人の受付なんてなくしたらいいので

はないですか。ネットと電話だけですよと。これは市民のサービスを著しく損ねるという

ようなご批判があって、受けられないということなのか。だから、むしろ思い切って、こ

こに書いてあるとおり、コストを落とすとするならば、やはり身を切るような努力をしな

いと、そのことによって市民サービスというのは、そんなに落ちないのではないかという

ような気がしますので、思い切って踏み込んだコスト削減についてもご検討をいただきた

い。 

○アートプレックスちば事業体  その件は、現状は確かにおっしゃるとおりのような形

になっていると思います。これからは、５施設一括という管理が課題になって、ネットで

結んで、利用やら申し込みができるような改善をやりますので、そうした面からいえば、

かなり簡素化できるということになってまいります。 

○委員  ぜひ、その辺のところを。 

○アートプレックスちば事業体  そのような方向で検討してまいります。 
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○アートプレックスちば事業体  ちょっとこれにつけ足すと、予約システムとか、申し

込みとか、これはネットで簡略します。ただし、ＩＴを使えば使うほど、フェース・トゥ

ー・フェースというんですか、人とのコミュニケーション、それから市民のステージ・コ

ンシェルティブという考え、いろんな相談で、ここを浸透させるということが必要ですか

ら、単なる受付ではなくて。今は相談窓口というのは、美浜の場合はやっております。 

○委員  相談窓口とかそういうことにこだわっているのではなく、私が言っているのは、

受付人員４名、パート４名とか、そう書いてある、こういうものは経費削減の対象になっ

てくるんではないですかと申し上げているのです。 

○アートプレックスちば事業体  それは、私がご説明したとおりでございまして。 

○委員  そういう個別相談業務……。 

○アートプレックスちば事業体  必要なものはやっていきます。 

○委員  必要なものは充実させていくべきだと思いますけどね。 

○アートプレックスちば事業体  はい、そのとおりでございます。 

○委員  それでは、市民とか、利用者との関係についてお伺いしたいんですけれども、

１ページ目の一番最後のところに、市民参加の推進というところがあります。それから、

５０ページの自主事業のところで、自主事業、５０ページの二つ目のところで、地域コミ

ュニティの形成と観客育成というところで、主にアウトリーチというところがあります。

子供や若者もその中で特にやられていると思うんですが、市民参加とかアウトリーチとい

うところの考え方と、具体的にどういうことをされようとしているのか教えていただきた

いのですが。 

○アートプレックスちば事業体  市民参加に関しては、美浜文化ホールでは、徹底して、

とにかく市民参加を促すと。まず、こけら落としを２００７年の７月１日に行ったんです

けれども、これは地域全体に募集しました。何と、小学４年生から上は７９歳までの老人

が約４０数名忚募しまして、そのまま合格にしました。彼らが１カ月かかって、コミュニ

ケーションをとっていく上で、やはりどんどんうまくなったりするんですね。そういうか

かわり合いの中で、踊りがあり、せりふがあり、そして歌がありという中で、やはり一緒

に我々スタッフとやっているうちに、エネルギーを出してくる。このこけら落としをやっ

たときに、この４０何名のきずなは、今も続いています。何かあれば、必ず彼らが参加し

たり、ボランティア活動をしています。 

 もう一つ、顕著な例は、この８月に行った、歌舞伎です。市民参加の歌舞伎、これは今、

市川笑三郎さんを中心に、今、なるほどザ・歌舞伎といいまして、１部はレクチャー、歌

舞伎の歴史ですね、歌舞伎の言葉、歌舞伎の作法、そしてそれをしながら、２部は、実は

子供たち、下は小学生７、８人、それから大人も含めて、上は６５歳ぐらいの主婦の方を

含めて、約２０人が参加していただきました。これも、歌舞伎ですから、そんな素人がで

きるものではないんですけれども、どんどん成長しているんですね。当日、終わったら、

涙、涙というような、きちんと打ち上げでも全員帰ることなく参加した。このきずなをず

っと保てています。というふうに、市民一人一人の個性と、それから老若男女問わず、や

はりかかわり合うという、この場を積極的につくっていくということが一つ市民参加のね

らいだというふうに思っています。 

○委員  今おっしゃったのは芸術活動への参加だと思うんですけど、市民参加というと
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きには、運営への意思決定の参加というのが含まれると思うんですが、そのあたりは。 

○アートプレックスちば事業体  それに関しましては、４８ページにありますアーツス

テーションちば、前段のごあいさつのところのご説明でも申し上げたと思いますけど、こ

のアーツステーションちばというのは、文化情報センターという形の位置づけを目指して

おります。この中で、アーツステーションちばの機能としまして、四つ挙げております。

文化情報の発信と、あとチケットセンター、舞台企画事業の相談窓口、その他としては何

でも相談という形、ここのところで、市民参加という形で、私どもの財団は、今、文化ボ

ランティアという一般市民の方、ボランティアを募集しておりまして、現在、毎年約１０

０名ほど登録していただいているんですけど、そういった方たちに、私どもの事業がある

ときにお手伝い、ボランティアとしてお手伝いしていただいているんですけど、１００名

以上、これはちょっと定員を１００名という形で毎年区切ってしまっているんですけど、

なかなかボランティアの皆さんに活動していただく機会、これは事業のときに受け付けの

お手伝いとか、毎月私どもで情報発信のための、「あでるは」という情報誌があるんですけ

ど、その発送のお手伝いとか、あと、やはり私どもの事業でやっております市民文化大学

の受け付けとか、そういった形でお手伝いをしていただいているんですけど、なかなか１

００名の方を常時、まんべんなく使うというほどの仕事量的なものが今まではなくて、も

っともっとお手伝いしたいという声がかなり寄せられております。その声にこたえるよう

な形で、常設でこういったアーツステーションちばを設けまして、さらに踏み込んだ形、

市民の方にもっと踏み込んだ形で文化のお手伝いをしていただこうという形で、このアー

ツステーションちばの機能の一つであります文化情報の発信、これは今までも「あでるは」

の情報収集という形でやっておりまして、そのお手伝い、ですから、実際に「あでるは」

の編集から、情報、こちらをイベントカレンダーという形で、市内の、私どもの事業だけ

ではなく、市内全域の文化事業、イベント、ギャラリーの予定、そういったものも含めた

形で情報を収集とインターネットのホームページ等を充実して、あとは、さらにはその先

に、データベースとして、さらに拡充をしていきたいという考えがありますので、そうい

ったお手伝いもしていただきたいということも考えております。そういった形で文化ボラ

ンティアさんと、あと常設というステーションという形で位置づけをしておりますので、

そのステーションに来れば文化情報、あらゆる市内の文化情報が手に入ると、またはその

情報収集という形を考えております。 

○アートプレックスちば事業体  いろいろ市民意見を吸い上げて、事業に反映させたい

と、直接ワークショップなどをしまして、舞台演出に参加していただいたり、こういう機

会は現に設けておりますし、今後やはり参画と協働という考え方に立ちますと、より積極

的にやっていかなければならない問題かなというように考えております。 

 それと、アウトリーチのお話がございましたが、これは私どもも、美浜もそうでござい

ますが、病院へ出向いたりいたしまして、あるいは地域に出向いたりして、演奏をしたり

しまして、すそ野の拡大といいますか、そういったことに今取り組んでおります。これも

非常に大事な分野でございますので、引き続き積極的にやっていきたいと考えております。 

○委員  病院とかは、訪問して行くことはできると思うんですけど、例えば音楽とかに

触れていない若者層にはどういうふうにアプローチされるんですか。 

○アートプレックスちば事業体  これは、例えばまちのショッピングセンターの広場で
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ありますとか、そういったところに出かけましてやっております。 

○委員  居場所事業っていうのは？５０ページのところに。居場所づくりって、二つ目

の地域コミュニティの形成と観客育成の右側のところの三つ目の二重丸のところです。 

○アートプレックスちば事業体  若者たちの居場所というような面では、この提案の中

で今後やっていきますよという形をしておるんですが、現行の中でも、そういったアウト

リーチ的なことをやっている中で、事前に広報などをいたしておりますので、子供たちも

当然来ております。そうした中で、大きくというわけでもありませんけれども、参加はい

ただいていると、そういうふうに思っております。居場所的な部分もある程度担っている

のかなと。しかし、これは今後、提案の中でもお示ししてございますので、より積極的に

拡大をしていきたいと、このように思っています。 

○委員  ちょっと、意見だけ、短くですけど、さっきの市民参加に関していうと、やは

り行動とか、活動への参加にとどまっているような気がするんですね。例えば、芸術でそ

んな狭いものではないだろうっていう意見を持った人が何か言うことができる機会がある

のかとか、それから若者に関しても、例えば一般的な文化ホールに似つかわしくないよう

な格好をした若者たちがたまっているところに、だれかが苦情を言ったらどういうふうに

処理されるのかとか、そういうところに出てくると思うんです。ちょっと、そのあたりの

お考えをいただけたらというふうに思います。 

○アートプレックスちば事業体  これに対して簡単なことなんですが、ただ文化に興味

のない、文化ホールに興味のない人たちにどうアプローチするかという問題だと思います。 

 それで、一部、アンケートをとっています。全然違うところで、駅とか、ショッピング

センター。ここの中でしていますが、非常に難しい問題だと思うんですが、やはりこれは

多分、今後私たちの業績をどういう評価するかという項目の中に、この未分野も入れたい

なと思っております。 

 やはり相当深いことだと思うんでね、このことは。 

○アートプレックスちば事業体  若者たちが非常に自由闊達に動き回っていますので、

それを社会の中でどう注目をさせて、そこに興味を持たせて、時間を過ごさせるかという

のは、いろんな分野で大きなテーマではないかと思います。そういう意味では、文化面で

我々が担えるところは担っていきたいと、このように思います。 

○委員  さっき、３６０万円の話が出たんですけれども、自主事業で収支とんとんとい

うことは無理なんですか。というのは、さっきこけら落としのお話が出ましたが、私はこ

けら落としを見る機会に恵まれました。 

○アートプレックスちば事業体  ありがとうございました。 

○委員  最初は見ていて、劇団四季等の劇団員養成所の団員が来てやっているのかと思

ったら、全部、いわゆる忚募で入っていた。木の実ナナさんとかね、いるんですけど、あ

とは忚募、さっきのお話のとおりですよね。だから、非常にすばらしいなと思ってね。 

○アートプレックスちば事業体  木の実ナナさんが出ましたね。 

○委員  来ていました。だから、あとはみんな忚募の方がやっていたんで、すごくうま

くできて、だから自主事業で採算をとる、要するに料金をもらうということ、それは無理

なんでしょうか。 

○アートプレックスちば事業体  難しいですね。相当な、高度な人間関係と、それから
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何カ月もかかってつくっているんですね。それの人件費とか、相当難しいです。 

○委員  こけら落としというんでなくて、自主事業自体は。 

○アートプレックスちば事業体  ホールは、美浜でいうと３５０席ですから、１万円取

って３５０万円の収入ですから。ビッグアーティストだと、せいぜい４００万円とか５０

０万円かかります。もう既に採算はとれないんです。それを、美浜ではどうしているかと

いうと、苦肉の策なんですけども、例えば、堀内孝雄さん、これも公定値段が１回やると

４００～５００万円要る。では、どうしようかというと、会場を共催して、会場費で何と

かゼロにして、全国ツアーする頭で、リハーサルをしてもらうと、うちで。それで有料で

はなくて、無料でゲネプロをやる、リハーサルですから。それを公開するってやりました。

そうすると、ギャラは５００万円払わなくて済む、でも、制作費は多尐かかりますよ。こ

れでも多尐赤字が出る。そういう苦肉の策をやらないと、ビッグアーティストは呼べない

です。 

○委員  そうすると、自主事業をどんどん伸ばしていこうというのは、やはりかけ声と

しては、非常にいいんだけども、実際問題として、かなり厳しいと、こういう理解になる

わけですか。 

○アートプレックスちば事業体  こう見てください。美浜では、年間２５本から３０本

ぐらいやっています。全部自分の金でやっています。当然、スポンサーとか、助成金シス

テムを使っています。あとは、マクドナルドから１００万円いただいたと、積極的にやっ

ています。でも、我々のノウハウでは、これがぎりぎりです。とてもきついです正直言っ

て。 

○委員  わかりました。 

 障害者雇用の問題、市の三セクの振興財団はゼロなんですよね。だから、そういう点に

ついて、かなり、先ほど申し上げたことと矛盾するかもわからないけど、電話の受付業務

とか、そういうものは、かなりそういう方でできると思うので、積極的にそういう点につ

いてご努力いただきたいと、こういうふうに思います。 

○アートプレックスちば事業体  障害者雇用につきましては、今ご指摘いただいたとお

りでございまして、今年の７月でしたか、２０年の７月からですか、身体障害者の雇用関

係の法改正がございまして、従業員の対象範囲が、数多くカウントする範囲が広まりまし

て、それまでは０．幾つかでございましたが、今回、一忚、１．８ぐらいには上がってし

まいました。しかし……。 

○委員  １．８３でしたか。 

○アートプレックスちば事業体  そうですね。そのぐらいに上がってしまいましたので、

今、採用が極めて抑制をされております。ほとんど職員の採用をしておりません。ですか

ら、アルバイト等々、今おっしゃっていただきました点で、今後採用していって、何とか

クリアしていきたい、このように思っています。 

○委員  あと、自己評価制度を必ず、書いただけではなくて、完全なものにしていただ

きたい。 

○アートプレックスちば事業体  障害者効用につきましては、財団以外で、オーチュー

さんが４名、私どもＦｕｎ Ｓｐａｃｅが２名、パシフィック・アートセンターが構成員

のうえ、２名か、３名雇用しております。 
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○委員  提案書に書いてございますから、現在雇用していないところはご努力をと申し

上げました。 

○アートプレックスちば事業体  ご指摘いただきましたので、そのように。 

○委員  収支決算書というのがよく読めないのですが、今お話を聞いていますと、いろ

いろ助成金や、それから寄附とか、企業の協賛費とかもらって自主事業をされているとい

うことがあって、ただ、財団法人がメインの事業体であと５社あるわけですよね。それで、

収支、５６、総括表ですかね、５２か、それからあと、５８の内訳を見てみましても、各

事業体、会社の収入といいますか、利益というのか、そのあたりのところはほとんど、見

込んでいないで、要するに事業が実施できて、人件費等が支払えればいいというようなお

考えでこの支出、収入は考えていらっしゃるのかどうか。これを見ている限りでは、ちょ

っと読み取れないもので。 

 それからあともう一つは、財団法人と、それから株式会社等の民間企業とは、また組織

の考え方が違うと思うんですね。利益とかそういうものに対しての考え方。その辺のとこ

ろも、事業体ではどういうふうに調整されるのか、調整していく予定なのかという点につ

いてご説明いただきたいと思うんですけれども。 

○アートプレックスちば事業体  最後のほうからご説明いたしますと、今回、私ども文

化振興財団は、公益法人ということでございまして、一方では民間企業というのは、おっ

しゃいますように、自ら利益を生むというような性格があるわけでございます。今回の公

の施設を管理するという使命があるわけでございまして、これはやはり公のためにやって

いくということでありますので、大幅に利益が上がれば還元する、市民、利用者のためと

いうのが根本的にあろうかと思います。そうした中で、私ども文化振興財団が足りないと

ころがもちろんございまして、財団は利益を生みませんので、利益が上がれば市民に還元

するというのが、私どもの財団でございまして、民間につきましては、今さっきお話しし

たとおりでございますが、それぞれの適正な管理運営をしていくと、公の施設を適正に管

理していくという中で、こうしたお互いの特徴を調整いたしまして、設置目的に沿った事

業を展開していくということを考えております。 

 私ども、財団のほうでは、専門性とか、効率経営とか、お客様サービスとか、民間の長

所を取り入れて、公益重視ということでやっていくわけでございます。 

 また、民間企業におかれましては、財団の持っております公益性とか、あるいは民間団

体、あるいは文化団体、大学等との連携と、そういったものも今後、公の施設を管理して

いく上では重視していく必要があるだろうということで、相互に調整をいたしまして、５

施設の管理運営の質を高めて設置目的に沿った公の施設として全体的に管理を適正に行っ

ていきたいと、このように考えています。 

○委員  基本的なお考えはわかるんですけれども、実際問題として、民間企業にしまし

ても、やはり一定の利益というのか、その辺はここで上げるということは、お考えになっ

ていると思うんですね。その辺は、どこに収支表には出てきているのか。それからあと、

どういうふうに分担するのか、等のお考えですよね。一定の事業をしていく以上、やはり

利益を上げていくという面で、民間の企業ですからあると思うんですけれども、その辺は

どうお考えなのか、それについてはどのあたりのところにそれが出ているのかというのが

ちょっと読めないんですが。 
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○アートプレックスちば事業体  それぞれ各施設の収支が載っていると思いますが、そ

こでは、人件費等、必要経費が載っておりまして、事業展開のための。ですから、そこに

おいては、マイナスのところが２カ所、美浜と、それから若葉文化ホールですか、ここは

若干の赤字予算を組んでおります。したがって、これはここにおいては赤字で、収益は上

がらないという形になっておるわけでございますが、入るをはかって、出ずるを抑えると

いうところで収益が上がるといいますか、収支の均衡がとれるような努力をしていくとい

うことでございます。 

○アートプレックスちば事業体  財団、民間という形で別々のものを考えているばかり

ではありません。いかに融合するかという形でしようと思っております。多分、この意識

改革、経営改善というふうな形になります。それから、文化ホールというのは、もともと

たくさんもうかるわけではございません。財団のほうは、予算の均衡がとれるかどうかだ

けれど、民間のほうでは計画の目標というのがありますね、この違いがありますね。です

から、今回、財団はこれを目標ととらえてもらいたいと。これをいかに多くするかと。そ

れでだめだったら、赤字はみずから負担するという覚悟はできています。これは、そうい

うふうな形で、予算の中でおさめるんだと、赤字だから補てんしてもらうんだよというの

は、太田理事長始め、私たちの中では全くございません。 

○委員  ちょっと、よろしいですか。今の関連で、前から聞きたかったんですが、収支

計算書ですとか、皆さんの今先生がおっしゃったように、手取り分が一つも書いてない。

それで赤字なのかどうかがわからない。しかも、委託料の推移を見ると、赤字になるほど、

委託料は上がるようになっていますよね。市からいただく財源。根拠は、赤字だからとい

うんでしょうけれど、自分たちの手取りが書いてないので、本当の赤字なのか、もうかっ

ているのか、まるで見えない。要するに、すべて本当は企業体で取り分、どれだけと書い

てくれているとわかりいいんですけど、取り分はこれだとゼロなんです。ゼロで、赤字で、

何でやるのという、簡単な話なんですけど、それを明らかにしてもらわないと、本当の経

費が、いいかげんな経費を書いているのではないかと、経費をみんな水増ししているので

はないか、何にも見えない。 

○アートプレックスちば事業体  これにお答えいたします。一つ目は、書式を決められ

たフォーマットで出しております。これが一つです。それから、これが千葉市ばかりでは

なくて、文化ホールの収支というのは、全国的に、幾ら利益が出ますかという収支のもの

は、余り見受けられません。それで、最終的に、では、現金が３，０００万円出たときに

還元するかどうかと、これは実行して、結果についてのものです。これは日々、今、千葉

市役所さんに、毎月、それから四半期ごと、それで決算を行いますので、ここの中で明確

になるという形です。 

○委員  その決算ですけどね、結局企業体、あるいは参加企業で何らかの手取りがない

とやっていられないわけでしょう。そこの部分を書くんですか、これだけ自分たちが取っ

たから赤字になったとか。 

○アートプレックスちば事業体  赤字の部分もございますので、これは美浜の分で、最

終的なものでは自己負担と、各社の自己負担と。それはございました。ただ、広告宣伝費

としているわけですね。 

○委員  自己負担で実施するメリットないではないですか。 
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○アートプレックスちば事業体  要は、赤字利益ばかりではなくて、今までの中ですべ

てが赤字であるわけではないんですね。バランスがとれていますから済んでいます。 

○委員  決算の年度ごとの報告されるときに、黒字になった分、自分たちが取った分こ

れだけですというのは、数字が出るわけですか。 

○アートプレックスちば事業体  はい、出ています。 

○委員  企業体でこれだけ取りましたよと。 

○アートプレックスちば事業体  これは報告しておりますので。 

○委員  ちょっと関連しますが、備品費がゼロなんですよね。壁が汚れたときに塗りか

えるなんて、これはどこでやるのですか。 

○アートプレックスちば事業体  そういったものは修繕費になります。 

○委員  修繕費になるんですか。椅子がガタガタになったところを変えるのはどうなり

ますか。 

○アートプレックスちば事業体  それは修繕か、更新となれば、市の備品になりますの

で、市との協議になります。 

○委員  １００万でしたか、５０万。 

○アートプレックスちば事業体  ６０万ですね。一定金額以上で。 

○委員  それは１件なんですか、例えば２０台だったら６０万になる、１台１万円だっ

たら……。 

○アートプレックスちば事業体  それはもう市と協議になります。その件によって。 

○委員  ゼロになっているけど、この共同企業体できれいにしてくれるというのなら多

分問題ないですけれども、そういうところを見込んでおかなくていいんですかと、こうい

う質問なんですね。 

○委員  それともう一つ、申しわけない、時間がなくて。要するに、共同企業体を組ん

だ意義、最初に理事長さんがおっしゃいましたけど、だんだんお聞きしていると、美浜は

美浜のことしか話さないし、全体にどういうふうにやっていくことになっていますか、意

義をもうちょっと。 

○アートプレックスちば事業体  １１５ページをお開きいただきたいと思います。役割

分担というのがございますが、この６社、５施設を６社で管理運営するに当たりましては、

アートプレックスちば事業体、これ経営会議というのを書いてございますけれども、これ

はほかとの関係で、経営会議がいいんではないかというようなお話もありまして、経営会

議になっているんですが、これは運営会議というふうに読みかえていただきたいと存じま

す、大変、恐縮でございますが。この経営会議が最高意思決定機関ということで、すべて

この経営会議において事業計画、あるいはいろんな施設の管理運営というものを、ここで

全体を決定して、調整をしてまいります。また、市との関係もここから発信をするという

ことで考えておりまして、以下、各財団、各社の役割分担を説明させていただきます。 

 この中では、財団は運営会議の事務局を代表するとして行いますとか、市民会館、文化

センター、若葉文化ホール、千城台コミュニティセンター、これは財団４館というふうに

させていただきますが、この経営責任を負う。それから、株式会社千葉共立は、財団４館

の経営責任。以下、このように書いてございますが、そのほかに、横断的に行う広報宣伝

でありますとか、あるいは自主事業の企画運営というようなものにつきましては、全体共
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同して行うというような形で調整を図って、実行してまいるということになります。 

○アートプレックスちば事業体  ちょっと、つけ足しますと、審査委員の方は民間出身

の方もあると思います。ここで、最高意思決定機関というふうな形をしますと、今までの

財団で勝手なこととか、民間で勝手なこととかいう形は、経営の中は、事業体運営会議の

中で意思決定されますので、これに基づいて進めるという形になります。これはやはり民

間企業の株主総会及び取締役会に匹敵するものだという形で認識しております。 

○アートプレックスちば事業体  その中で財団が代表企業ということで、事務局として

運営・調整を図っていくということでございます。 

○委員  簡単にいうと、県知事選とか何かで、いわゆる相乗りみたいな感じですね、こ

ういう印象が強いんで、これでは競争がなくなってしまうのではないかと、ここが非常に

疑問なんですよね。結局、皆さん、もともとやっている人が責任をもってやるとなると、

何のための指定管理者の選定なのかというところ、そこを詳しく答えていただきたいんで

すが。 

○アートプレックスちば事業体  これは、先ほど私が申し上げましたように、財団もい

ろいろ挑戦していかなければならないということで、財団の非常に弱い部分といいますか、

専門性でありますとか、マーケティングでありますとか、あるいはお客様サービスの問題

とか、等々、民間のやはりノウハウが必要だというようなことで、お互いに協議をして、

一致団結して、一括管理となりましたものですから、協力して、より高い管理運営と、事

業展開をしていこうではないかということで結束をしたところでございます。ですから、

単に既定の、何といいますか、管理会社が集まって、管理をやっているということではご

ざいませんので、この辺はご理解をちょうだいしたいと思います。 

○アートプレックスちば事業体  ひとつ、そう言えば職員の人事の交流を行います。ま

ず、これで・・・。 

○委員  改革でいうと自己評価があるんで、そこでそれはやらないといけない。 

○アートプレックスちば事業体  研修なんかもそうでございますね。 

○委員  例えば、美浜のやり方が独創性があるとすると、それをほかの場所に及ぼして

いくというか、そういう具体的な計画というのはあるんですか。 

○アートプレックスちば事業体  今、美浜でやっていることに関しては、４７ページ、

千葉市いきいきサポーター制度、これは美浜でずっと、この１年でやり始めたんですけど

も、入場者とか、経済的に来られない子供たちがいるときに、やはり全千葉市から、企業

とか、あるいは個人に寄附していただいて、それで、そのお金で、登録した子供たちが行

きたいというものに関して補助するというやり方をやっています。なおかつ、終わると、

子供たちが寄附した方々の企業とか、個人に向けて、メッセージを書くんですよ。とても

感動したとか。こういうやりとりは、すべてのレベルにやりたい。それからあと、例えば、

５０ページに４施設連携事業１、２、それから５１ページの４施設連携事業の３、特にこ

の３のマエストロ、巨匠の旅と言われていますけれども、これに関しては、今まで美浜し

かやっていないので、美浜のことしか言えないですけども、先ほど言った、なるほど The ラ

イブと言って、ライブだけだと、見て、何が、どこがよさかよくわからないと、きちっと

歴史とか、過程とか、あるいは言葉とか作法をしっかり伝えて、その後ライブをやるとい

うことで、ホップ・ステップ・ジャンプで感動する。こういうものを４施設連動の、この
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５１ページの要するに連携事業の３のマエストロの旅を、例えば、市民会館で、ニーノ・

ロータですけれども、フルオーケストラで映画音楽コンサートをやる。市民文化センター

では、例えばゴッドファーザーと、ロミオとジュリエット、ニーノ・ロータの曲ですよね、

上映会をやる。若葉文化ホールだと、劇団の三条会で、関さん演出のロミオとジュリエッ

トであるとか、美浜文化ホールでは、いろんな作品でつづる室内楽コンサートとかという

ふうに、全部広げていくということを徹底的にやっていきたいと思います。 

○委員  従業員の方の雇用とかというのは、各企業別々になさるんですか。 

○アートプレックスちば事業体  別々です。 

○委員  それは別々になるわけですね。採用とかについては。 

○アートプレックスちば事業体  これは雇用保険のこともありますので、それは前提に

なります。 

○委員  給与体系も違うでしょうし、だからその辺は、事業は共同でやるけれども、人

の採用等については、別個、独自にやるということですね。 

○アートプレックスちば事業体  それから、私どもも、財団のほうでも同じなんですが、

同じ企業体で、きょうやること、あしたやること、それから来年やること、もう企業体が

社会のニーズにどう対忚するかと、柔軟に考えないと生きていけません。ですから、そう

いう形で、柔軟に、すごく言われていくように、やはり評価制度、私なりにもしっかりし

て、これを何とか千葉市さんと協議していきたいなと思います。 

○委員  今のお話は一括管理になったことが前提でのメリットの事象だと思うんですけ

れども、一括管理になったことそのものは、皆さんにとってどうなのかということと、そ

れから一括管理になるということ、今度もし指定管理が変わるとしたら、全部変わってし

まうということが、リスクがかなり大きくなる、そうするとこの部分をもっと多く広げて

いって、規模を大きくしていかないと成り立たないということにもなりますね。こういっ

たことについて、何かお考えを伺いたいんですけれども。 

○アートプレックスちば事業体  私は太田理事長によく言っているんですが、次は千葉

市以外のところをねらっていきしょうよと、この方法しかないんですね。もう許されない

んですよ、千葉市だけで生きていくという、もうこういう意識です。 

○委員  それはもう芸術文化の振興に関して、どんどん規模が大きくなっていくという

ことそのものは、いいことなんでしょうか。 

○アートプレックスちば事業体  やはり、地域性と特殊性、そういう問題があると思う

んです。ですから、多分、評価項目の中で多様性というような問題。私は今、英国でやっ

ています五つの評価項目ですか、一つは芸術の質、２番目が鑑賞客の数、３番目が芸術体

験の深さ、四つ目は文化の多様性の反映、五つ目は表現の革新性、これをすべて数値化す

ると、本当に千葉というのは、財団とか一緒になるとすごいのではないかと、千葉という

のは。まだ日本の中で、これはどこもやっていないのでね、そういうものを目指したいな

と思うんです。 

 ちなみに、私どもＦｕｎ Ｓｐａｃｅは、いろんな財団と一緒にやって、１年目は色々

ありましたが、３年目はほとんどありません、垣根が。これがいいかどうかはわかりませ

んが。 

 それから、多様性という問題は、反映しなくてはいけないなと思います。 
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○委員  わかりました。ありがとうございます。 

○部会長  十分に質問させていただいたんですが、僕もちょっと質問したい。この共同

事業体の、非常に危惧する点は、いわゆる意見が合わなくて、せっかく理想論でいかない

で、実は、各社のいいところを出しながら、ある意味で、そういうところですとか、我々

の部会でも、恐らく来年、再来年、評価していくときに、ここのところはものすごく注目

しないと、世間から納得していただけないと。それと所管課からも。 

 今回もし決まれば、附帯意見として、その部分は十分気をつけて、効果できるようなこ

とで、心得てくださいというのは、つけたいとは思っているんです。ただ、これは将来の

体制でいいのかなと、非常にいい。だけど、ともすると、結果もまた出てしまうんではな

いかという部分があるもんですから、ぜひさっき入った先端できちっと効果が出るように

してもらいたいと思います。 

○委員  関連して言えば、共同企業体の構成というのはそれぞれの専門性が生かされて

おもしろい。これは千葉市の財団だけがやったら、とてもこんな特徴は出ないんですけど

ね。だけど今、部会長が言ったみたいに、では、５社がばらばらだったら、そのねらった

効果は果たせませんよと。だからチームワークは、より一層厳しくしてくれと。私はその

とおりだと思います。こういう組み合わせは非常におもしろいというか、いいと思います。 

○アートプレックスちば事業体  ちょっと、その辺、一言申し上げさせていただきます。 

 今、それぞれ持ち場、持ち場を生かして、その専門的な組織が集まって、共同事業体で

公の施設を管理することは、非常に多くなっています。千葉市内でもあるわけでございま

すが、これは大変メリットがある反面、今おっしゃられたような、一般的な動きにもあろ

うかと思います。しかし、我々が聞いているところでは、そういった問題が発生している

というふうには伺っておりません。私どもにつきましても、全体的に十分、文化を目指す

ことは共通でございますので、そうしたことで一緒に調整を図って、より、ましてや民間

企業の施設を管理運営するわけではございませんので、安定的な継続的な経営ができるよ

う、努力をしてやっていきたいと、このように思います。 

○部会長  これでヒアリングを終わりたいと思います。 

 

（アートプレックスちば事業体 退室） 

 

○部会長  では、審査表にご記入していただきまして、１０分ぐらいとって、その後、

提出したら休憩を設けます。集計のために。 

 

（休憩） 

 

○部会長  それでは、審議を再開したいと思います。 

 これの結果についてご意見をお願いしますが、見たところ、「×」はなくて、２カ所「△」

があります。 

 というところで、まずこれは、「△」は、ある程度附帯意見か改善要求を出す形でまとめ

たほうがいいんですか。 

○文化振興課長  「△」の理由が委員さん方で、管理運営が妥当だということであれば、
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この辺はこうしてほしいというものがあれば、改善要求として、附帯意見としてつけてい

ただければ、我々もその意見を踏まえて、選定された場合には、協議が進められますので。 

○部会長  それでは、３カ所、もっとありますね。４カ所ですね。 

それではまず、「△」のところを議論して、その後、全般的に、次に推薦理由というん

ですか、もしここならばということで、取りまとめたいと思います。 

○委員  基本的には全部「○」でいいんですけど、何かちょっと、附帯意見があるとい

う意味で「△」にしたところです。いろいろアンケートとか、それからいろんな場所を設

定して、モニタリングをなさるということが書いてあるんですけれども、結局、それはど

ういうような形で、市側や、それから利用者のほうにフィードバックしていくのか、そし

てそれをどういうふうに改善したのかというか、どう生かすかということを盛り込んでい

ただきたいと思ったもので、ちょっと、一忚そういう附帯事項があるよという意味での「△」

ですので、これはすぐ「○」にしていただいて構いません。 

 それからあと、雇用の考え方、これは先ほど委員のほうから、質問があって、具体的な

数字も出てきましたし、考え方でも出てきたので、そういう形で進めていくということで

あれば、これは「○」で構いません。 

 それからあと、やはり最後の、収入支出の妥当性、これはいろいろ問題があると思うん

ですよ。様式のつくり方自体の問題もあるし、あと、やはりこういう文化事業に対する市

のいわゆる委託料という形でも、市から支出するということのお金の金額について、根本

的に考え方が市のほうでどういうお考えに基づいてやっているのかということがちょっと

よくわからない。今回、要するに競争がなかったということで、１者だけですよね。そう

すると、経費の軽減等について、どこまでどういう努力をされているのかというようなと

ころの比較もできないし、それから普通の競争入札ですと、予定価格みたいなものを設定

されるけど、こういう文化施設の場合には、難しいかもしれないけれども、どこまでがど

う妥当なのか、それから話し合いの中で出てきたんですけれども、備品であれば、それは

予算に組み込まないで、それぞれ市とのの協議でもって備品を市のほうが提供するという

んだったら、それはもう経費の中へ備品等については市のほうがやるとか、やはりそうい

うような考え方というものを幾つかポイントを出して、そしてこういう試算をしていただ

かなければ、これは何とも判断しがたいというところがありましたもので、「△」にしたん

ですけれども。 

○委員  みんな同じでしょうけども、項目を「△」にするか「○」にするか迷っただけ

であって。 

○部会長  僕も「△」つけたかったけど。 

○委員  「△」は残したほうがいいのではないですか。 

○部会長  この疑問は、僕も「△」にするかどうか迷って「○」にしたんですけど、一

つは、今言っていたように、実は市から出す金が差し引きですよね。本来、例えば５億で

やってくれと、余った金はこうという部分のいわゆるシーリングというか、何かがなくて、

いわゆるかかった費用と実収入の差だけを書くから、ある意味、いいなり。ということは

１者忚札なんて非常に危険なんですね。僕が知りたかったのは過去がどうだったのか、過

去から今回の負担が増えたのか、減ったのかという部分が我々としては興味があるんです

ね。やはり指導するときに、市の負担が１年間５億以下にしてくださいとか何かの、そう
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いう要請を出したのか出さないのか、その辺がちょっと僕らはわからない。 

 モニタリングは、よく中央省庁でも、満足度８０何％でオーケーになってしまうこと多

いんですが、我々は今、中央の視点とはほかの、満足しない場合の意見を分析して、より

レベルを高くするようにしてくださいと、もうその時代になってきたんではないかと。だ

から今、恐らく、よりいいサービスする場合には、そういう尐数意見をうまく生かすこと

によって、よりサービスの向上という目で対忚しないと、満足度が高いからいいとか何か

という、違う視点がほしいという。 

 ほかにこの件に関してご意見は。 

○委員  結局今度からは、要するに、過去のものと一緒にデータをもらわないとわけわ

からないということですよね。今回は、もう終わってしまったから。 

○委員  だから、ちょっと始まる前にも、特に収入支出関係のことについては、やはり

我々ももちろん見ますけれども、市のほうがもっと途中の経過を把握しているわけだから、

やはり市のほうでもちゃんとその辺のところを見た上で、何らかのコメントをつけてくだ

さってもいいのではないかなという気もしましたね。 

○委員  いずれにしても、市の文化行政のために、後でやるいなげと両方で３０億です

か、約２７億７千８百万ですから、３０億ちょっとですね、そのお金は出しますよ。問題

は、そのお金が適正に使われているか、支出されているかということを見ればいいんでし

ょうね。 

 細かい人件費の金額はもうわからない、我々は。 

○文化振興課長  今、委員さんのほうからいただいたご意見の中で、まず、モニタリン

グにつきましては、提案の中でも、ＰＤＣＡサイクルでやる、いろんなチェックをして、

制度を変えていきますよという提案はあるんですけども、逆に、それを本当にちゃんとや

れよということだと思いますので、毎年度、満足度の低い人たちの意見も含めて、こうい

うことをやってくださいという附帯意見はいただくことには、我々は現に足りないなと思

っています。 

 それから収支に関しましては、もともと公募で、競争で、総合点数が上位かどうかとい

うところで、第１順位を決めるものが、１者辞退して、１位になってしまったという結果

はあるんで、できれば、委員さん方のおっしゃっているように、現状とどう違うんだとい

う点については、今後、やはり競争性がなくなった場合にどうするかというところは、今

回の結果を踏まえて、市の大もとのところにも、そういう委員さんのほうでご意見があっ

たということで、今後のシステム改善といいますか、その辺が必要だなというところが１

点と、それから第１順位に仮になったとしても、その収支報告書がそのまま妥当で、すべ

てそれを丸のみにしてやるということではなくて、例えば、人件費一つとっても、今まで

５人だったものを、例えば７人にしますと。人件費が上がりますよね。その分、指定管理

料に乗っけてくださいと仮に言ったときに、その人件費２増が本当に正しいのかどうかと

いうのを、結局我々のほうで検証して、２増するのはいいけれども、人件費については、

例えば利用料金収入には含めないで実施してくださいということも多分ある、選択肢とし

ては、あるかなと思うんですね。ですから、逆に今後、向こうから提案が来た数字につい

て、今後ここを選定するというときが出た段階で、もう尐し細かいところ、事前に確認し

ておくべきところと、決まった後にちょっと調整をして、確認しておくべきことがありま
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すので、その辺は逆に調整をしながら、適切な指定管理委託料を算出して、向こうがやる

であろう利用料金収入は、この辺を見据えて、今後我々もチェックしていかなければいけ

ないかなとは思っています。 

 それで、できれば毎年上がってきたものは、評価シートということで、毎年度数字は出

ておりますので、今後それについて、このモニタリングの中でご意見をいただいたりとか

ということもありますし、現行の団体については、経営評価シートというところで、毎年

どのぐらいの指定管理によって収入が上がっているとか、支出が出たとかというのは、シ

ートとしては、一回ご提示をさせていただいているところでございますので。今回改めて

出せなかったというところは、実際にご覧いただけなかったというところでは、我々も今

後の課題として検討いたします。 

○委員  いきなり方針が変わったのでね、それはしょうがないですね。 

 それと、今、先生がおっしゃったように、結局、市としては多く出すよとかいう、決め

て、どうしてかというと、ここは本来、企画運営力とか、そういうので理解とか判定する

んであって、人件費の単価が８００円がいいの、８１０円がいいのと、そういう細かいこ

とをこちらが口を出すものでもない、要するに本来は。だから、どっちかというと、どん

と、市がこれだけ出すんで、その範囲内でやってくれといって、あとはどういうことをや

るのという企画力の判定のほうがまだわかりいいんですけど、人間を窓口に３人つけると

か、そういう細かいことに口出し、それは経営のノウハウの問題だから、本来、単価が安

いの、高いのって、本当はここで口出すようなことではないと思うし、商売人ではないで

すから。 

○委員  今の組み立てがね、費用がこれだけかかるから、収入で残りを見てくださいと

いうふうだから、人を減らせと言わなければいけないよね。 

○委員  今の組み立てだと、どうしても収支に集中してしまうので、ところが収支の中

身になってくると、素人がそんな商売人のやっていることについて、無駄だって言うのは

おかしいですね。部分的には見られてもね。 

○委員  さっき、先生がおっしゃったように、それぞれの企業体の個別のもうけは何だ

と、こういうふうな議論になる。例えば舞台装置なんか、委託というのは、結局共同企業

体のパシフィック・アートセンターに委託するという計算になりますから、結果的にそこ

で所得というか利益が出ているんですね。そういう仕組みになっているので、そんなに心

配することはないと思ってるんですけども、ただ、今先生がおっしゃったのは、これだけ

でやると、ここだけ……。 

○委員  収支のほうだけに頭をつかわなくていいんですよね。 

○委員  一昨日やった施設の、スポーツ施設関係の施設の運用管理が主体の事業の場合

には、一昨日のようなやり方というのが一つはあるかなと、利益をどう還元するかという

ようなことがあるかなというふうに思うんですけれども、やはりこういう、特に企画力で

すよね、それが問題になってくるときに、この施設を利用して、どういう事業を企画運営

するかという部分で、まず競争してもらうことが大事だと思うんですよね。それで、一忚

どれぐらいの予算というのが市として出せる範囲でどういうものができるかという部分で、

競争してもらう。そうしないと、これで、お金がかからないからいいという話でもないと

思うんですよね。やはり実際には、いかに市民の方にうまくそういう文化施設を利用して
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いただくか、利用率を高めるというところももちろんあるけど、講演なんかの部分につい

て、本当に企画力ですよね、興行力ですよね。だから、こういう形での指定管理者の選定

方法というのがなじむのかなというところが、ちょっと今回実際やってみて。 

○委員  今回初めてだから。 

 こういうやり方だと、僕たち収支のほうで頭いっぱいになるわけ。ところが、今回、商

売人が言っていることについて、こういうこと言うのは本来おかしいんですよ。それぞれ

の委員がいる意味がないわけですよね。 

○委員  それから、これとは関係ないんですが、申し込み方法ちょっと考えないと。１

年先なんて言われると、それで空いたのはどうするか、説明ないんですよね。抽せんでや

って、同じ日はぶつかって、抽選でこっちは決まるんだけど、空いてるところはどうなる

かとか、説明に何か書いてないような気もするんですが、利用方法について、一遍ちょっ

とご検討、これとは別ですけどね。 

○委員  空いていれば、後でも取られないんですか。 

○委員  だって、抽選で決めて、空いているからどうぞ、それではアンフェアですね。 

○委員  でも、大体そうですよね。締め切って、抽選で決めて。 

○委員  だから、１年前というより、６カ月とかとすれば、公平性はもっと是正される

のではないんですかということです。それでもやり切れないというなら別ですけれど。 

だから、決まった事業しか入ってこないんですよね。今、そこの議論ではないですから。 

○文化振興課長  基本的に、特に文化施設の場合は、施設の維持管理をして、市民に安

全・安心に使ってくださいという部分はある程度仕様で、ここについてはこうしなさい、

こういうところはこうしなさい、ですからある程度積算はできると思いますね。ですから、

そこまで的確にできるところがあれば、基準は満たしていると。そこの中で、より効率的

な提案をしてくるかによって差が出てくると思うんですね。特に、今回、我々の場合には、

そこを使って、要はより市民に、こういう施設を使ってもらいたいというところから、自

主事業によって、どんどん利用を促進してくださいというところと、どんどん稼働率を上

げて、ある意味では、もっと使ってください、使うための手法をいろいろ考えてください

という、それこそ企画力の部分の提案と、確かに両方ありますので、そういう意味では総

合提案ですよね。１から１００まですべて提案をしたものの中から、いいところをとりま

すよというのが今の千葉市の方針なもんですから、それに当然我々も準じてやっています

けれども、今後、内部的にはそういうご意見があったということは事務局のほうから伝え

てもらうようにしたいなとは思っています。 

○部会長  国立大学法人の委員をやっています、僕もちょっと関係してるんですけど、

教育にああいう管理を入れるのはとんでもないという意見が実はスタートのときにありま

した。どうやら見ていると、アンタッチャブルのところと、より費用を削減するところが

ある、今回の文化施設も、恐らく市としては力を入れているんだから、予算がどうのこう

の言うなという、トータルで言われると困って、この部分はやはり増やしてくださいと、

この部分はやはり削減できますという、そういう切り分けが僕ら会計士は必要と思ってい

るんですよ。今回の事業仕分け、大体僕も傍聴によく行っているんですが、あとの官とか、

担当の組織の不満は、重視しているのに何で減らすのという、実は、みんな評価委員は、

本来の部分は、それはいいんですと。だけど、やはり途中で費用を抜いたり、無駄なとこ
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ろがあるから、そこをという部分が意外と伝わっていなくて、我々がここで今日きちっと

言うと、言ったとおりになったという部分は、非常に危険だなという、そういうメッセー

ジが行ってしまうと。だからやはり、より効果がある企画とか、やはり今、千葉市でも非

常に財政が厳しいんだから、やはりその中でより効果を出すという努力が要るなという気

はしているんですね。だから、変にメッセージが伝わってしまうと、僕も困るから、やは

りほとんど報道されていないけど、国立大学は毎年１％ぐらいかな、費用をどんどん削減、

人件費もどんどん削減しているんですよ。独立行政法人もそうなんですよ。悪いことばか

り話しているんですけど、どんどんこれでいいのかなというぐらい、削減されているんで

すね。ですから、やはりここは一生懸命できるんだと。我々は削減努力をするんだという

提案と、ここは金かけますとか。だから、今回どうなんですか、トータルの負担は、去年

より増えているんですか、このままもしいけば。 

○文化振興課長  市の支出は減ります。 

○部会長  減る提案をされているんですね。 

○文化振興課長  指定管理委託料は減ります。それはもともと利用料金収入を今年度、

値上げ、条例で値上げしまして、４月から料金が上がるんですけども、その分の差だけで

はなくて、稼働率を上げますということも含めて、市からの指定管理委託料は、減額にな

ることが見込まれています。 

○委員  ここでしているのは市の文化行政、このお金でどれだけいいものができるかと

いう議論ですからね。そういう理解をするものではないということです。 

○委員  やはり予算がわかったほうがいいですよね。それで任せて、後で、同じ予算の

中でどの企業体がいいことをやるのかというテストのほうが。収支決算よりもね。 

○委員  だから、基本的な経費は積み上げ方式でいいと思うんですけれども、あとの部

分について言えば、やはり企画の中身ですよね。それで、やはりある程度評価できたほう

が、こういう施設の場合にはなじむような気がしますよね。後に、やはり自主事業という

ものをまた収支というか、それをどういうふうに考えるのかですよね。市のほうとして。

やればやるほど大変になってしまって、結局は何にも残らないということになると、やは

りやるモチベーションもなくなってくるでしょう。文化的な使命とか、そういうことで、

いろいろ頑張っていらっしゃるようだし。 

○文化振興課長  そうですね。自主事業で損をしていただいていたと我々は言っており

ませんが、逆に自主事業はある意味ではもうけられる部分、いわゆる市の裁量がない、あ

る程度、自分たちの幅が広がるところなので、ですからいろんなやり方ができると思うん

ですね。ですから、たまたま今のお話では、有名なアーティストを呼んで、いわゆる鑑賞、

鑑賞事業をやろうとすると、確かに呼ぶだけで金がかかる。だから、赤だから、ではやれ

ない。いや、我々はやらなくたっていいと思っているんですよ。逆にそこで協賛とかやっ

て、何とか収益が上がるからやりましょうというのであればやってもらうし、やれるもの

を考えたものが今回提案していただいていると我々は思っております。ですから、さっき

の美浜も３６０万円赤で、赤のままで本当にいいんですかというのがそこだったんですね。

お話を聞いたら別だったんですけども。 

○委員  予算上の書き方ですと、僕の考えだと、赤にしないで、赤字で例えば３００万

円で、３００万円の寄附金、収入見込みで入れていけば赤にならないわけでしょう、だか
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ら書き方がちょっと問題なんだなと。 

○文化振興課長  我々もそういう趣旨の書き方をしていただければ、そういう疑問はあ

りませんでしたので。 

○委員  売り上げだって、寄附金という項目をつくってね、収入は収入で書けばいいん

ですよね。それをちょっと何で書かないのかなと。 

○部会長  確定していないというか、確かではないから書かないというのもあるね。 

○委員  それは売り上げだって、今は予想だからね。 

○部会長  そうなんですよ。 

○文化振興課長  でも、だから自主事業をやりますという提案なんですよね。それだけ

見込まれるから、やりますというんであれば、入れていただければ疑問はなかった。 

○委員  項目をつくればいいんですよね、利用料金収入プラス、もう一つの項目で助成

金とか、寄附金の項目で、合計プラス・マイナスゼロと。 

○文化振興課長  そうですね。寄附金５００万円の予定が７００万円になれば、逆にも

うかるわけですから、それは逆に、そこの収益として計上していただければいいかなとい

う感じはあります。 

○委員  この収支表でも書き込めるわけですよね、入れればね。 

 聞いていてそう思った、なぜ書かないのかなと思ったので。 

○委員  自主事業というのは、大変なので、今年はちょっと参加しなかったんですけど、

文楽の公演というのを毎年やっているんですよ。一番大きい文化ホールというのは４９０

ですか、客席が。大体文楽呼んでくると、まけてくれて四百四、五十万円かかるんですよ。

それで昼夜２公演やって、国立劇場並みの料金でやると、完全に赤字になってしまうんで

す。切符を売ったり、事務費とか何かで出ていきますから、自主事業というのはいかに難

しいか、会社から寄附金もらって、突っ込んでいって何とか収支がとんとんというぐらい

で、だから、国立劇場では７，０００円の切符が、こちらで１万円で売らないと。だから、

そんなこと、協賛みたいなもんですね。協力金みたいなものなんです。ですから、自主事

業は本当に難しいんですよね。 

○委員  それと、もともとこの箱を貸すのが本来商売なのに、自分が経営者になってと

いう、畑違いになっていますよね、自主事業というのは。本来、貸す大家さんの商売でし

ょう、普通は。劇場とかというのは。ただ呼んでくるだけですよね。やりませんかと。や

る人は自分で独立採算で、もうかるか、損するか、劇団がやっているわけです。劇団の役

割を今度、この人たちにやれというのは、もともと畑違いですもんね。無理があります。

自分で損得全部、呼んでくるというのは。それは普通丸投げで、劇団なんかに、劇団の利

益でやっているわけでしょう、普通は。収支計算。彼らの音響のプロとか、本来、職種の

違う人が、自分でやるというと、難しいですよね。 

○文化振興課長  今回、実は両方お願いする提案が前回の指定管理から始まって、その

流れで来ているということと、それまで指定管理になる前の、施設管理のときから、管理

プラスそういう事業展開して、やってもらっているというところから、その辺を継承して

やってきているのは事実でございます。 

○部会長  さっきの「△」ですが、今いろんな意見で、あとで附帯意見もあるので「○」

にできる。その次のもう一つ、２０番の自主事業の考え方で「△」ですが、それはどうで
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すか。 

○委員  今の議論とも重なるんですけど、先ほど市民参加とアウトリーチで話したとこ

ろなんですけど、文化的なもので、特に正統的なものに近づくほど階層的にとか、恵まれ

ている人に利用されやすいんですね。そうすると、税金が結局は恵まれている人のために

使われているというサイクルになってしまうので、その部分はかなり意識的にやっていた

だきたいなという意味を込めての「△」です。 

○部会長  それを附帯意見を持って「○」と。 

○委員  はい。 

○委員  それは自主事業で、ここの独立採算でやるから……。 

○委員  どこにつけたらいいかというのはわからなかったんですけど、アウトリーチの

話がここにあったので、ここに入れたんですけど。 

○委員  今言われた自主事業って、赤字的なんですよね。 

○委員  本来ならば、もうける話ではないことなんですけど。 

○委員  赤字事業だから、もっとそういうことを言うと、もっと赤字になってしまう。

協賛金が出ない。 

○委員  そうなんですよね。 

○委員  なかなか協賛金が出ない。有名な人が来るわけではないし。 

○委員  どこについて言うかがちょっと。 

○委員  自主事業という範疇の中でやるのか、あるいは、もっと別の施設の管理という

形ではなくて、市の文化振興事業というような独自の形でもって、かなり市がいろいろバ

ックアップする形でもって、一定の価格でもって市民に文化事業を提供するという、そう

いう趣旨にしていかないと、何か難しいかもしれない、今のお話を聞くと。 

○委員  キッズクラブとかっていう提案は、ややそれに近いわけですよね。 

○文化振興課長  そうですね。 

○委員  寄附金集めて。 

○文化振興課長  実際問題、自主的にやってもらっていますね。 

○委員  自主的にやればそうです。市が例えば、あんまり恵まれない方に対して無料の

入場券を配る、市の予算で配るというのも今言ったようなお考えの中に入ってくる。だか

ら、ここからはちょっとずれるのではないの。 

○委員  実際、事業をやるには、こういう指定管理者の方がやっていただくというのは、

ある意味では、その施設のことも熟知しているし、どういう人たちが利用者の中にいるか

というのもわかっているし、だから、この自主事業というものの位置づけを、どういう位

置づけにするかということを考え直して、この中に組み込んでいくのか、あるいはまた別

立てでやったほうが、税金の効率的なというか、合理的な利用として望ましいのかという

ところの判断をした上で、うまくこの中に乗っていけば、回るとは思うんです。でも、随

分ご苦労があるようだし、その辺のところをこの制度の中でカバーできるのかどうかとい

う……。 

○委員  説明者みたいな人があるじゃないですか。そういう人たちに対する助成。でも

こちらは箱物中心でやっているから、ここへ来なさいと。そういうことを言ってもおもし

ろくないって話ですよ。建物をどうにかするからやれ、と言ってもやらない。 



 

 ―３１― 

○部会長  いろいろと異論はあったんですが、今の「△」は、２回目をやらなくて、１

回目で一忚ご了解をいただきたいという前提で、いわゆる満足すると、募集要件に満足し

たということでいいですか。 

 

（異議なし） 

 

○部会長  そうすると、アートプレックスちば事業体の提案は、管理運営の基準を満た

しているものとして、皆さんのご異議はないということで、進めたいと思います。 

 アートプレックスちば事業体を、文化施設等の指定管理予定候補者とすべき者として、

その選定理由を書かなければいけないということで、市が要求している基準以上のもの、

ここはすぐれているということで、幾つか挙げないといけない。それの意見ありますか。

ここはやはりすぐれているということ。 

○委員  さっき論じていた、それぞれ専門性の持つ会社が集まって、一番専門性がない

のが財団だろうけれども、それぞれの特徴を出し合って、いい形に持っていこうという、

そういうのは、物すごい評価をしていいと思うんですよね。財団が舞台装置のことをやれ

なんていってもわからないわけですから。だから、それをうまく利用しようとしているん

ですから、これはもう高く評価していいと僕は思います。 

○部会長  ほかには。何となく聞いていると、積極的だなというかね。 

○委員  美浜のほうも、割に実績がいい感じしますよね。それを生かして、ほかの分野

にも影響を及ぼそうとしているというのはいいですよね。素晴らしいですよね。民間のよ

さというか。 

○部会長  美浜だけが共同事業体で、過去は。 

○委員  過去は下請なんですよね。もとはね。 

○文化振興課長  美浜も、事業体でこれまでやっています。 

○部会長  ほかの文化施設、あと四つですか、これは単独だったんですね。 

○文化振興課長  文化振興財団が単独で、ほかの施設をやっていて、美浜だけがほかに

いらっしゃる会社の四つの事業体で一つやっていた。オーチューさんですとか。 

○部会長  美浜のいいところを普及させてくださいという提案もいいということですね。 

○委員  共同事業体ですからね。 

○委員  マルチタクス方式とか、人事の交流とか、こういうものをやるというのは、共

同事業体の中で画期的なことで、僕は非常におもしろい、本当にやるならね。ここにこれ

だけ書いといて、あとはやらないというのがあるかもわからないけども、マルチタクスと

いう考え方、非常にいいと思いますよね。 

 受付は受付だけ、電話番は電話番だけなんてやっていると、とても僕は…。こういうよ

うな経営に対する考え方が出てきていることは、私は評価できると思います。 

○委員  評価と同時に附帯意見でもあるんでしょうね。ばらばらにやるんだったら、た

だの談合みたいになってしまうわけで。共存のために、一緒に申し込んだという。 

○部会長  ほか、何かありますか。 

○委員  さっきのご意見のなかにありましたけど、しっかり連携とれたらいいと思いま

すね。 
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○委員  共同企業体のよさを生かしてくれと、これ１点ですね。 

○委員  比べようもないしね。 

○委員  先ほどもちょっと話したんだけど、では、美浜のよさを生かすといっても、実

は難しいんですけど、美浜も都会地だから成り立っているんですよ。 

○委員  だから、若葉文化ホールと比べればいいんですから。  

○委員  あそこででは、斬新なことをやったら人が集まるかというと、それは難しいか

もしれない。地域性があるから。 

○委員  だから、すぐはノウハウは生きないと思いますよね。 

○委員  ずばりやってはいけない。 

○委員  若葉は若葉でいろんなこういう著名なアーティストは来ませんけれども、かな

り講演会とか、努力しているんですよね。 

○委員  その精神を生かして、若葉や緑でやるかということだって、ずばり持っていっ

たら失敗しますよね。 

○部会長  今の議論をまとめまして、提案内容が管理運営の基準を満たしているかとい

うのは、１者忚札の場合の条件になると思うんですが、これは管理運営の基準を満たして

いる。 

 それと、選定理由をいろいろの議論をまとめますと、共同事業体ですか、それぞれの専

門を持った企業が共同体として知恵を出し合っている点を挙げられているんですかね。 

 それで、附帯意見として、さっき言った、それをきちんとやってくださいよというのは

裏にあるかなという点、それと今までの美浜の実績をほかの施設にきちっと普及するよう

なことをやっていく、非常にいい実績を残している。 

 ３番目が、提案で言っていた、広報活動とか、人事交流などを共同体としてするように

して、もっと効果的になるということで、この三つ。 

○委員  あと、研修もと言っていました。 

○部会長  そうですね、研修については…。 

○委員  研修を一緒にやるって。 

○部会長  そうですね。そうすれば、非常によくなるということで、以上のことで、そ

れではアートプレックスちば事業体について、提案内容が管理運営の基準を満たしている

ものとして、文化施設等の指定管理予定候補者とすべきものといたします。 

 それで、今までいろんな意見があって、附帯意見をつけるものとして、１、モニタリン

グの結果をどのように生かすかを盛り込む。盛り込むものの具体的なものとしては、満足

度だけではなく、尐数意見もうまく生かすような工夫をしてくださいということですね。 

 ２番目が収支予算面で、節減をどのようにしたか見えないというか、もうちょっと市の

文化芸術のために適切に使われているチェックをきちっとして、そうしないと、これは一

者忚札だから、これが他より厳し過ぎるということを覚悟して。 

○委員  いや、チェックというよりは、やはりこの、そもそもの収支、この書き方自体

がちょっと適切でない部分があるから、やはりまずそのことの検討を踏まえた格好で、単

に節約するというか、経費を節減するというだけの発想では、どうもこの種の事業という

のは、評価し切れないところがあるので、だからその辺のところを踏まえた格好で、適正

かどうかを、チェックしてほしいということですね。 
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○文化振興課長  この部会の選考についてのご意見ということではなくて、この施設の

指定管理のあり方について、そうではないかということで委員会意見。ですから、ここの

選定に関する附帯というよりかは、事務局への要望ということで。 

○部会長  僕らもいつも実は、いろんな委員で参加すると、費用節減というふうに言う

んですけど、本来を忘れてしまってという部分が、トレードオフになるんで、悩みでね。

本来のところをいうと弱くなってしまうし、今の状況ではもうちょっと厳しくやってくれ

よって、非常にその辺は今言ったようにもうちょっと、きちっと本来の目的を失わず費用

節減できるような、わかるような仕組みづくりということで。 

 それで、次が、障害者雇用の充実ですね、これは政府としてもかなり力を入れているの

で、ぜひこの辺。 

 では、自主事業については、我々としても積極的にやってくださいという感じがあるけ

ど、いろいろご意見が出て、非常に難しい面もあるということで、やり方はいろいろ、ノ

ウハウを示されたけれども、工夫をよりやって、余り赤字が出ないといいますか、シュリ

ンクしないでもっと一生懸命、あれは前提として、もう場を与えたんだから、もうけても

いいんですよね。 

○文化振興課長  いいです。 

○部会長  だから、そういう工夫もしていただくということで、なかなか自主事業に文

化はないのかなというような恰好になるかもしれませんけど。 

 という附帯意見をつけるということで。 

 今のもので、今後、協議に入ると思うんですが、事前協議において事業計画に十分反映

させる結果の上で、契約してもらうということで、我々市民・文化部会の意見として。 

○委員  すみません、モニタリングのところに、市民参加とかアウトリーチの話を一緒

に入れていただきたいです。 

○委員  そうですよね。だから、アンケートだけではなくて、相互間でね。やはりモニ

タリング手法としても。 

○委員  モニタリングで思うんですけど、ネットでいろいろ使うというのは、それは積

極的に参加する人しかわからないわけですので。 

 全然来ないような人からいかに意見を吸収するかの工夫が要る。来た人は、もうかなり

の人なんですよ、実は。もともと全然来ない人が…。 

○委員  利用者だけではなくて、そのほかのモニタリングも、いろんな機会をとらえて

やってほしいというのが。 

○委員  そこが難しいですけどね、実際ね。 

○部会長  きょうの文化施設等の審査は以上で終わります。 

 結構いろんな意見も出たので、それを十分反映させてください。 

 

（審査表 回収） 

 

○部会長  それでは、１２時過ぎてしまったんですが、これで休憩で、１時再開です。 

○司会  委員の皆さまの昼食は、８階の８３会議室にご用意しております。職員がご案

内いたしますので、よろしくお願いいたします。なお、会議の再開は午後１時５分とさせ
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ていただきますが、午後１時までにこの部屋までお戻りください。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（休憩） 

 

○部会長  では、会議を再開いたします。 

 次の議題は、千葉市民ギャラリー・いなげの指定管理予定候補者の選定についてです。 

 初めに、所管課からご説明をお願いします。 

○文化振興課長  先ほどの文化施設と同様に、この場で事前に確認しておいたほうがい

いかなというところが２点ございます。 

 まず、提案様式の１０号の１９ページ、加えて提案様式１６号の２９ページ、この両方

に絡めてなんですけれども、今回、実施体制として、５人の提案を出しております。これ

までギャラリーの館長は、美術館副館長が兼務していたものを、今回、専任の館長として

提案が来ております。あわせて、副館長職を廃止して、それから新たに学芸担当という嘱

託員を設けるということで、実質、この提案だけを見ると増員になると思われます。もし、

そうであれば、この学芸担当ポストが新設されることに伴って、どの程度の業務増を見込

んでいるのか。あるいは、増員に伴う人件費の増額分の財源をどのように考えているのか、

この辺、ちょっと確認をしておきたいと思っています。 

 それからもう１点が、提案書様式の１７号、３１ページでございます。オレンジ色の網

かけの１の下のところに維持管理業務の再委託先業者は、「平成１５年から当ギャラリーを

管理してきた経験豊富な有資格者が在籍しており、今後適切で円滑な維持管理業務の遂行

が可能です」という提案書の記載があるのですが、この再委託業者の選定に当たっては、

この記述ですと、競争原理を発揮しないというふうに読み取れますので、専門性があって、

ここしかできないということであれば、そういう理由を加える必要がありますし、もし競

争原理を発揮させるのであれば、この記述は市とすれば困りますので、ここは修正を求め

たいというふうに思っています。 

 以上、この２点でございます。 

 あとは、先ほどのものに絡めて、今回人件費といいますか、人員が増になるということ

がありまして、とりあえず、提案書の３３号、５３ページをご覧いただきたいと思うんで

すけれども。収入のところの①の指定管理委託料、例えば２３年度は２，４１９万９，０

００円という数字が上がっているんですが、２２年度のこれは予算額になりますけども、

２２年度の指定管理委託料は２，２４９万２，０００円でございます。実際、２２年度の

指定管理委託料と比較しますと、これは増額になっています。この部分が人件費の増によ

る分だと見込まれますので、先ほどのこととあわせて、そういう考え方でいるのか、ある

いは人件費の財源については内部努力でやる予定があるのかどうか、その辺について確認

をしておきたいなというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員  これ、支出のところでの平成２２年度の人件費というのはわかりますか。 

○文化振興課長  ここは、２３年度が１，１５２万９，０００円になっているんですね。

２２年度の計画でいきますと、８９１万７，０００円です。 
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○部会長  僕から１点。今のところ、５３ページ。収入で前期繰越収支差額とあります

ね。これ毎年６８万５，０００円となっているけど、普通は一番最初だけで、そのあと足

してしまう話ではないのではないのかなという気がするんですが。 

○文化振興課長  記載を単純に見ると、収入に対する不足分を繰越収支額から充てます

という記載。これはあくまで自主事業ですから。自主事業のイベント収入が４０万円。 

○部会長  ６８万５，０００円。これを。 

○文化振興課長  自主事業の支出が７２万５，０００円ありますので、７２万５，００

０円から４０万円を引いた、残りの部分、これは赤になるけども、収支差額を充てて、一

忚プラス・マイナス・ゼロにしますという提案なんです。 

○委員  繰越収支と書いてあるから。 

○文化振興課長  表現ですか。 

○委員  本来、１回だけなら僕らもわかる。毎年こんな繰り越しはあるわけない。赤字

なのに何で繰り越しあるのかなと。 

 赤字計画ですよね。だから、２年目に繰り越しがあるという意味がわからない。 

○部会長  これ、単に帳簿上６８万５，０００円と赤字だから書いてあるということで

理解すれば。 

○文化振興課長  そうですね、自主事業については、先ほどの美浜の分ではないですけ

ども、一忚、ほかの補てんをして、自主事業上は、収支は赤にはしませんという意図だと。 

○委員  どこから持ってくるんですか。 

○文化振興課長  それは逆にギャラリー・いなげのほうに聞いていただければと思いま

すが。 

○部会長  やはり先ほどと同じで何か持ってくる予定があるのか。 

○文化振興課長  多分、財団全体の、指定管理事業だけではなくて、いろんな事業をや

っていますから、そこでできている、繰越収支、前期繰越金の一部を充当するという意味

だとは思うんですが。 

○部会長  わかりました。でも、このタイトルはちょっと変えたほうがいい。 

今の、所管からの説明は、僕が質問させていただきます。ほかにはないですか。 

 それでは、財団法人千葉市教育振興財団のヒアリングを行いたいと思います。 

 

（財団法人千葉市教育振興財団 入室） 

 

○部会長  千葉市教育振興財団のヒアリングをさせていただきます。 

 まず、１０分間で本日の出席者の自己紹介と提案骨子の概要を説明していただいて、そ

の後、私どもの質問をさせていただきます。いろいろと厳しい質問があるかもしれない、

ご容赦ください。よろしくお願いいたします。 

○千葉市教育振興財団  それでは、私、千葉市民ギャラリー・いなげの館長をしており

ます木村といいます。私、千葉市教育振興財団の常務理事と、それから美術館の副館長を

兼ねております。そういう状況の中で、これからご説明をさせていただきます。 

 その前に、それぞれの自己紹介をさせていただきました後、説明につきましては、市民

ギャラリー・いなげの林副館長のほうから説明させていただきますので、よろしくお願い
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をいたします。 

○千葉市教育振興財団  千葉市民ギャラリー・いなげの副館長の林でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

○千葉市教育振興財団  教育振興財団事務局長の池田でございます。どうぞよろしくお

願いします。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館の学芸課長代理の田辺と申します。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館の管理係の市川と申します。よろしくお願いしま

す。 

○千葉市教育振興財団  それでは、提案の要旨を説明いたします。 

 当財団は、平成１５年度より市民ギャラリー・いなげを管理運営してまいりました。設

置管理条例の中に記述されております市民の美術作品の発表、鑑賞、制作のための施設と

いう設置目的に従い、展示室及び制作室の市民への貸し出しを安全に、適切に行ってきた

ところです。特に、展示室は利用希望者も多く、毎回抽選を行うほどです。 

 また、敶地内には国の登録文化財である旧神谷伝兵衛別荘もありますが、建物の保存環

境に留意しつつ、見学施設として、適宜案内・解説を行いながらの公開に努め、多くの来

館者に喜んでいただいております。 

 そして、館内の環境整備に加え、別荘の名残ある美しい庭園を保持し、来館者に気持ち

のよい時間を過ごしていただけるように、日々細心の配慮のもとに、館内外の保守に努め

てきたところです。 

 一方で、長く管理を行ってきた経験から、より一層の事業の活発化を図るために、新た

に取り組むべき幾つかの課題も提起されます。 

 そこで、今回の提案書の中では、特に、次の三つの点について新たな取り組みを提案し

ています。 

 一つ目は、町内会や子供会など、地域と連携し、地域の活性化に寄与することです。市

民ギャラリー周辺には、千葉市ゆかりの家・いなげ、稲毛浅間神社、神谷伝兵衛別荘、海

岸沿いであったことを実感させる古い松林、なつかしい雰囲気の残る商店街など、散策に

適した場所がたくさんあります。周辺地域全体が散策スポットとして活性化することで市

民ギャラリーの認知度も上がり、散策する人が気軽に立ち寄ることもできる施設になるで

しょう。具体的には、周辺散策マップや、スタンプラリーの実施、地元商店街が実施して

いるいなげ逸品パンフレット等への参加、またまちおこし事業として行われている夜灯等

へのイベントに積極的に協力していきたいと考えています。 

 二つ目は、市民に親しまれる多彩な展覧会の企画と内容の充実と、各種講座、イベント

企画の充実です。展覧会については、当財団が管理する以前から市民ギャラリー・いなげ

で毎年継続的に千葉市美術館所蔵作品展と現代美術の展覧会を行ってまいりましたが、そ

れぞれ２週間の開催で無料であるにもかかわらず、５００人前後の入場者数が平均的であ

り、伸び悩んでいるのが現状です。今回は、企画のマンネリ化を見直し、市民目線を重視

した、親しみやすく、多彩な展覧会を目指していくことを考えました。その第一弾として、

様式第１９号にも記述しましたように、平成２３年度は絵本作家として人気のある山口マ

オの絵本原画展、また子供の絵画を展示する児童画展を考えています。この展覧会により、

多くの子供たち、またその親の世代が市民ギャラリー・いなげに足を運んでくれることが
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期待されます。 

 また、平成２４年度は千葉市の新進気鋭の芸術家を顕彰する千葉市芸術文化新人賞受賞

者の中から、美術関係の受賞者と交渉し、その作品を中心に展示する企画を考えています。

これは、受賞者のフォローアップとなり、さらに、千葉市の芸術文化への取り組みに理解

が深まることが期待されます。 

 また、今後は、地域の子供を中心とした子供美術講座や庭園を利用したスケッチ大会と

いったイベントも積極的に企画したいと考えており、その成果を企画展の中にも取り入れ

たいと考えます。 

 このような講座については、展示室に比して利用の尐ない制作室の有効利用にもつなが

るものと考えます。 

 三つ目は、広報の充実です。広報については、市政だよりが主な手段であり、中高年層

には有効な手段であるものの、若年層へ視野を広げていくためには、ホームページの充実

や、各種地域情報誌へのアピールが大切であると考えます。市民サークルの活発な発表の

様子を広く知ってもらい、また四季の庭園の花やイベントの様子も適宜ホームページに掲

載するなど、気軽に親しめる文化・芸術施設としてのアピールを進めていきたいと考えま

す。 

 このような３点の充実を中心に、事業をさらに拡大させ、的確に実践していくためには、

適切な人員配置が欠かせません。特に、展覧会、各種講座に携わる職員としては、館長と

して美術の教職経験を有する者を採用し、または学芸の資格を有する職員を自主事業兼務

で配置します。さらに、次の５年間では、新たにボランティアの活動も充実させていきた

いと考えています。まずは、芸術ボランティアで、市内在住・在勤の芸術家、美術担当教

師によって組織し、市民ギャラリーの講座やイベント等で指導・助言をしてもらいます。 

 次は、花壇ボランティアで、庭園の花壇を整備し、来館者が四季折々の花を楽しめるよ

うに協働して整備を進めます。 

 以上のように、市民ギャラリー・いなげにつきましては、これまでと同様、日々の保守

管理を適切に行いながらも、市民に親しまれる芸術文化施設として、より発展的に活動す

るべく提案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  ありがとうございました。 

 これから私どもで質問させていただきます。 

 まず、様式の内容について、私から確認です。 

 まず、様式１０号と１６号でしょうか。実施体制の人員が５人の提案となっていますが、

現行の体制と比較すると、増員になるように見えるんです。学芸担当ポストの新設に伴い、

今の提案で、どのような業務増を考えているのか、それとの対忚があるのかということと、

人件費の増額分、この財源はどう考えているかということをご説明いただきたい。 

○千葉市教育振興財団  それでは、ご説明させていただきます。今のお話の中にもあっ

たんですけれども、これまでの市民ギャラリーの企画展なんですけれども、これは、ほと

んど実際には、美術館の力をかりて行ってきた部分が多くありまして、それが非常に違う

施設ということもあって、組織的には教育振興財団ではあるんですけれども、非常に負担

の大きい仕事でありました。それに加えて、事業がずっと指定管理以前から同じようにや
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ってきたんですけれども、見直しの必要がある、ギャラリー・いなげとしても、発展的に

この施設をもっていきたいということであれば、新しい展開を考えたほうがいいのではな

いかと内部のほうで話し合いまして、そういうことのためには、一つは市民目線の、親し

みのある企画展をこれからは開催していこうということと、それについて、さらにボラン

ティアの事業ですとか、展示室を貸し出すという事業自体は、もうこれは申し分なくうま

くいっていると思うんですけれども、制作室などを活用した講座などを充実していきたい

ということがありまして、そのために、企画を提案するに当たって、適正な人員配置とは

何かということを考えまして、このように提案させていただきました。 

 館長につきましても、これまでは美術館の副館長が兼務という状態であったんですけれ

ども、このような施設では、直接市民と触れ合って、責任の取れるという場所でやってい

くべきなのではないかということで考え直しまして、このように提案させていただきまし

た。 

○部会長  次に、様式１７号になるんですが。維持管理業務の再委託業者の選定に当た

り、競争原理を発揮しない内容の記述があるんですが、余り、これは妥当ではないのでは

ないですか。この辺の修正というか、あるいはその意図はどのようなものでしょう。 

○委員  私の理解だと、美術館にいた人が行った先へ仕事をやっていると。そうすると、

非常に公平な立場ではないから、競争原理で仕事を、委託先を公平に選んでいこうよとい

う、そもそもの趣旨に反するのではないですかと、僕は理解しているんですけどね。自分

のところで働いていた人が行った会社へ、優先的に仕事をやるというのはいかがなものか

というふうに僕は理解しているんです。癒着ということです、極端なことを言ったらね。

そうとられかねませんよということです。 

○部会長  いわゆるこういうものというのは入札をやるか、あるいはこういう理由が書

いてある場合は、値段の妥当性をチェックしないと。相手がここと決まっていても、値段

的にどのぐらいかという、そういう意味でも求められているところがあるんです。 

○千葉市教育振興財団  基本的に、この施設がそれほど大きな施設ではございませんの

で、１００万円以下の委託が多いです。１００万円以下であっても、見積もり合わせとい

う形で競争原理はそこで働かせてはおるんですけれども。 

○委員  表現をちょっと。 

○部会長  誤解を与える。 

○千葉市教育振興財団  なるほど、わかりました。これですと、いかにも同じ業者が、

慣れているからという表現でとられがちですけど、実際には、毎年入札で、建物管理等を

行っております。 

 それから、どうしても、ああいう施設ですので。お客様のために、明日中にかたさなけ

ればいけない、直さなければいけないという、一部緊急を要する場合には、見積もり合わ

せ等ということの中で、できる限りの法律に則ったものをやるということに努めておりま

す。基本的には入札で全部毎年やっております。ちょっと、表現がいかにも軽く流れてい

るような形にとられてしまっているようでしたら、その辺は訂正をさせていただきたいと

思います。 

○千葉市教育振興財団  基本的には、財団の財務規程等がございますので、その財務規

程の中で契約の項目については、市に準ずるような形でつくられてございますので、その
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辺、ちょっと表現的に誤解を受けるということは、申しわけなかったんですけども、実際

には、そういう形で、基本的には毎年入札でやっていることは間違いございません。 

○委員  さっきの質問の、ちょっと補充みたいになりますけれども。さっきおっしゃっ

ていた、兼任よりも専任のほうがというのは、意味はよくわかるんですけど、それによっ

てどういう具体的な違いが出てくるのかという点の説明をお聞きしたいと思います。 

○千葉市教育振興財団  私、先ほども冒頭で自己紹介をさせていただいたときに、現在

は、実際には千葉市の美術館の副館長として仕事をさせていただいている部分と、それと、

ギャラリー・いなげの館長という形で仕事をさせていただいております。まずその辺、ト

ップということについては、もう専任で、責任を持たせて、日々新しい仕事を、お客様か

らいただいたものをリアルタイムでやっていこうというところでの館長の専任制というと

ころがございます。 

 それから、新しく学芸員を入れるということを提案させていただいております。といい

ますのは、どちらかというと、ギャラリー・いなげそのもの自体が持っている、すばらし

い観光施設として非常に大きな要素がある。今までは市民ギャラリーということで、非常

に多くの皆様につくったものを見ていただくということで、だんだんと、大きな目的を果

たしているんですが、もう尐し文化的なもの、千葉市の文化計画とかいうものに沿ってい

くためには、自主的に物を考えて、地域、それから文化的なものを自分でも自主的にやっ

ていくということからすると、今は、美術館の学芸員がどちらかというと、いろいろお膳

立てしたものを一緒になって、両輪的な形でやっているんですが、もうちょっと、という

よりもかなり、より以上に来年度から５年間は、ギャラリー・いなげの持っている特性と

か、そういうものを発揮するためには、専任の学芸員をつけて、やはり我々としては、も

っと積極的に千葉市の財産というものを皆さんに知っていただくということが。それから

一番大きなのは、文化新人賞が、ほかの科目の音楽とか、そういうところですと、結構発

表する機会があるんですけれども、美術という点では、ちょっと今のところ、その発表の

場が、せっかく選定をさせていただいても、機会がないという部分が多かった実情がござ

いますので、そういうものも含めて、新しいものを新しい学芸員と、新しい専任の館長さ

んで力を合わせて、より積極的に、もっと展示をする、美術館的な要素の部分もやはり強

くしようということで、一番変わるところは、そういう自主的なところ、それから展示を

するというところを強化するということが一番大きな要素ではないかと考えて提案をさせ

ていただいております。 

○千葉市教育振興財団  それから、実質的には館長が今まで、今言ったように兼務の形

でございました。兼務を完全に市民ギャラリー・いなげに専任をする。専任をするという

ことで、今まで、代わりは副館長だったんですが、副館長は嘱託職員ということで、時間

が朝の９時から１７時というような形で決められておりました。今後は、契約社員という

形で、一般の館長とか管理職に準じて、９時から１７時４５分、場合によっては時間外も

できるというような形で、よりそこの施設の中では責任を持って、なおかつ決裁というの

が、そこで完結ができるというのが一つの大きな目玉であって、違いといえば、そういう

違いはあるんではないかなというふうに思います。 

○委員  そして、人員を専属化すると、考え方も片手間ではないから一生懸命やるとい

うのはわかるんですけれども。そうすると、コストですよね、完全に。今度の委託料は２，
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４００万円ですか。ちょっとアップしていますよね。そのためにコストが上がるというこ

とですか。 

○千葉市教育振興財団  コスト的には、確かに上がってきております。それで、そうい

う面で、先ほどから、何回もお話しをさせていただいておりますけれども。非常に、今ま

での形が悪いというわけではないんでしょうけど、変則的な形をとっていまして、正規の

形の独立した施設としてきちっと運営をする、そのためには、こういう人材制はどうして

も必要だという、こちら側の提案でございますので、運営については、行く行くは所管で

ある文化振興課と話した上で、金額等の折り合いをつけていくという形でしかないと。変

な言い方で申しわけないんですけど、我々としては本来の施設を管理する、維持管理ある

いは運営をする、そういう上で必要だというふうに考えた体制はこういう体制であるとい

うところでございまして、ちょっとその辺のところ、乖離が出てしまったというのは確か

にあるかとは思いますけども。 

○千葉市教育振興財団  実態として、今まで私も兼務という形で、決して常駐できるわ

けではなくて、副館長が中心で動いておりました。そこへ、今回、一番５年間で何を変え

たいかといいますと、やはり地域との連携とか、それからやはり広報ということの中で、

１人のやはり専任の職員を、学芸員の資格を持ったものを専任で置くことによって、やは

りギャラリー・いなげの持っている千葉市の資産というものを、実は単純に市民の方にお

借りいただくということは、非常に大きな場所として今定着しつつあります。本当に、抽

選で、何組の方もが毎週来ていただいて落ちるというような状況がありますので、それは

それで非常にいいことだと思いますので。ただ、やはり美術館だけが展示をしているとい

うことではなくて、ギャラリー・いなげの持っている、本質的なものとして、地域の中で

もう一つ、そういう展示をするとか、そういう核をつくりたいと。そのためには、非常に

いい場所です。全国からも伝兵衛さんの別荘を一つの観光地として、皆さんは日本中から

インターネットで引くと、千葉市のあそこがでてきます。ところが、そういう意味では、

余りにもちょっと貸し館的な方向に走り過ぎているところもありますので、それはそれで

残しながら、なおかつ美術館と連携をしていきながら、よりアピールをするということか

らすると、展示をやることによって、なおかつお客様から、市民のお客様からも、あそこ

をもっと認知していただきたいということで、何しろ一歩踏み出したいというような強い

思いを込めましたら、１人、どうしても学芸員を専任で置くことが必要だという形になり

まして、先生方からおっしゃっていただいたように、どうしてもコストが上がってしまい

ましたけれども、あえてそれだけのことを５年間でやらせていただきたいということで、

今のところは、今回は提案をさせていただいたと。変えたいということでございます。 

○委員  ここは、ギャラリーですよね。美術館という位置づけではないですよね、そも

そもね。 

○千葉市教育振興財団  はい、美術館という位置づけではないです。 

○委員  そういうふうに考えてくると、やはり千葉市美術館と一体で。だから、こんな

こと言ったら大変失礼なんですが、千葉市美術館が、こっちのほうへあんまり注意を向け

なかったということではないですか。むしろ、一体にしてやったほうが、私なんかいいよ

うな気がするんだけど。それから、学芸員を仮にここに１人入れても、地元とのいろんな

企画とか実行が果たしてできるのかどうか。千葉市美術館のほうで考えてあげたほうが、
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僕は、別にコストが上がっても、ちゃんと効果が出れば構わないと思いますけど、そのほ

うが、より効果的ではないかなという気がするんですけどね。 

○千葉市教育振興財団  決して千葉市美術館が今回学芸員を１人、ギャラリー・いなげ

に置いたことによって、全く知らないということではございません。かえって、学芸員の

研修とか、そういうものは千葉市の美術館で学芸員が行いますし、それから当然、千葉市

の持っている収蔵作品展についても、機会を持ってこれからも続けていきたいと思ってお

りますし。そういう点では、相乗効果として、あくまでも美術館と、それからやはり同じ

目線を持った学芸員が１人おることによって、こちらに学芸員を置いたから、千葉市の美

術館がもうこれからは、ギャラリー・いなげは独立でやってくださいということで突き放

すわけでは決してなくて、それをやはり同じ目線を持った人間がその場にいないと、単な

る管理で終わってしまうなと。５年間見ていると、本当にお客様にお借りいただいて、そ

れはそれで非常にいい場所なんです。ところが、もったいないと。本当に伝兵衛さんのと

ころがありながら、単なるギャラリー・いなげというところだけで帰ってしまうというこ

とからすると、そうではなくて、やはり地域の子供たちのものを発表するのも、それから、

プロの千葉市の収蔵品を発表するのも、それから地元の作家の皆さんの発表の場として、

より千葉市美術館とギャラリー・いなげとの住分けはしなければいけませんけれども、ど

こかでは連携をしていくと。そのためには、やはり学芸員が正式にいなければ、なかなか

難しいなということを５年間感じましたので、今までは、千葉市の美術館の学芸員が自分

の仕事とあわせながら、年に１回の展示とか、それから千葉大の関係も常に千葉市美術館

の学芸員が間に入って、取り持ちましたけども、それが独立でできるような体制をとった

上で千葉市の美術館も必ずその中には入っていくということで、より大きな、２倍、３倍

の効果が出てくるのではないかなと。そうしないと、５年間、また単なる貸し館で終わっ

てしまうかなという感じがしておりましたので。 

○委員  だから、そういうリスクがある。館長もできる、学芸員も勝手にやってよと。

こうなると、元に戻ってしまうんですよね。だから、そうでないというお言葉いただいた

んですけど。 

○千葉市教育振興財団  ぜひ、それは逆だということで。 

○委員  そういう危惧があったということです。 

○委員  今のお話聞いていると、学芸員といっても、それぞれ専門がおありだと思いま

すけども。今のお話を聞いていると、どちらかというと、神谷伝兵衛さんの家を有効利用

するというか、そういう方向に力を注ぎたいというお話なので、それと学芸員とどういう

関係が。 

○千葉市教育振興財団  まさに、千葉市の美術館の学芸員の場合には、本当に専門性の

強い学芸員ということで。今年、千葉市の美術館はいろいろと、委員の皆さんにもご覧い

ただきましたが、いろんな形でアピールできる年になりました。ところが、今、ギャラリ

ー・いなげで求めている学芸員というのは、オールラウンドの、やはり広報、ホームペー

ジとか、そういうものを使って、広報ができる学芸員。それから実は、提案の中では、何

分の１かに分けていますけども、受付も、普通の事務的なものも経費を削減するために入

れてございます。決して、学芸員としての仕事だけでは、やはり経費が上がってしまいま

すので、丸々１人分の人件費が上がっているということではなくて、トータルで。総計の
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中では、１人分よりはかなり低く、上がってはしまいましたけれども、提案の中の総体の

予算としては、１７０万円だか１８０万円で。人件費として、もう１人、今までいた嘱託

の職員の日付を１日減らしたりとか。それからトータルの中で、やはり減らすという努力

をした上で、それでもやはり専門の学芸員を１人置きますので、上がってはしまいました

けれども、いずれにしても、千葉市の美術館の学芸員が、例えば江戸の近代美術を、とい

うことで、ピンポイントで集中して勉強するということではない。もっとオールラウンド

な、学芸員の持っている素質を発揮してもらえるような、目線を持った、地域とも連携し

てもらえる、地域の学校にも足を運ぶし、なおかつ専門的なものもやってもらえるという

意味では、非常に幅広いものを要求して募集をかけたいと思っております。 

○委員  また、学芸員の関係でよろしいですか。今、第１室、第２室は稼働率高いんで

すよね。それで、制作室はすごく低いんですけど、それは学芸員とは何か関係あるんです

か。 

○千葉市教育振興財団  制作室が稼働率低いのは、午前、午後、夜間というふうに三つ

のコマに区切って貸し出しをしておりまして。例えば、１日お使いいただいても、それが

午前だったり、午後だったりすると、３割の稼働率になってしまいます。それから、どう

しても、隣接しているものですから、一つを使っていると、もう一つのほうは敬遠されて

しまうという傾向がありまして、それで稼働率が低いということもあるんですけれども、

それでも稼働率は決して高くないので、これを上げるためには、講座を増やしていくしか

ない。今は、お使いいただく方が講座をやっているんですけれども、自主事業として、講

座を増やしていかなくてはいけないかなというふうに思っております。 

 そのためには、いろんな企画、子供のための講座とか、それから一般市民のための講座

とか、あるいは次代を担う子供たちを指導する教職員の講座とか。そういうものを企画し

て、運営していくときに、学芸員がいれば、場合によっては講師もやっていただける、企

画もやっていただける。しかも、制作室の稼働率も上がるということが考えられるかなと

いうふうに思いますし、その可能性がすごくある場所であり、施設かなというふうに、私

毎日勤めていまして、強く思っています。まだまだ可能性のある施設だと思いますので、

それを最大限に生かしていきたいなというふうに思います。 

○千葉市教育振興財団  今回、答弁をさせていただきました林副館長、非常に学校との

連携が強く。今回、まさに先生のおっしゃったような、そこへ新しく学芸員を入れること

によって、夜の分を学校の先生方の研修というようなことで、レベルを上げたりとか、そ

れから地域の皆さんと一緒になってということの中で、どうしても館長さんを独立させな

がら、なおかつそれでは１人、どうしても実働して動く方が足りないということの中では、

手を組んで、館長さんのアイデア、それから実働でそれに知識を加える方、いろいろな形

で、より２倍、３倍になっていくために、さっき先生がおっしゃったような、足りないと

ころについては、特にいろんなことをしていきたいという思いを込めた上ででも、やはり

学芸員がどうしても１人必要だったということも大きな要素にはなっております。 

○部会長  いわゆる積極的な提案なので、もし、候補者に選ばれた場合に、私どもとし

ては、業務内容をきちっと明確にしていただいて、非常に効果あるようにしたいというの

は、ひょっとしたらつけさせていただくかもしれない。ほかに何か。 

○委員  意欲的なのはわかるんだけど、千葉市美術館でもいろんな講座とかやるんです
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よね。それは大丈夫ですかね。共倒れになってしまわないか。効果がでるかどうかという

のが。お話を聞いていると、千葉市美術館で考えているのとはとちょっと違うような講座

とかね。だから問題ないと思うんですけども。だから、意欲はわかるんだけども、やって

みたら、だめだったということになるとね。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館の持っている方向性と、それからギャラリー・い

なげというものを今回提案させていただく上で、改めて５年間、いろいろ考えてみました。

それで、当然、連携ということについては、これは当然将来的な千葉市の考え方によるで

しょうけれども。先生がおっしゃったような、千葉市美術館と一体となる、千葉市美術館

の一つの附属物として考えていくのか。それともギャラリー・いなげは、ギャラリー・い

なげとしてこれからも、これだけの千葉市の市民の方が使っていただく施設と、それから

伝兵衛さんというものがたまたまついているということの中で、観光施設として見ていく

かというようなことを考えたときに、当然、連携は深めていく。ただ、そういうことの中

でも住分けはやはりきちっとしなければいけないのではないかと。それは、お互いに相乗

効果の中で、まさに先生がご心配されているような、もう独立したんだから、それから新

しい学芸員つけたんだから、はい、あなたの好きでやってくださいということを逆にとら

えたいなと。やはりその１人の人が、専門性のある人がいないと、つい兼務をしていて、

事業をするのも、千葉市の学芸員が美術館の中の展覧会のことを考えながら、一生懸命や

るんですけれども、どこかやはり、それ以上になかなか時間が足りない。ということの中

で、もうかなり大きな新しいことを、いっぱいこの中に組み込んでいますので。住分けは

きちっとしながら、同じ千葉市の中の美術、文化というものの中で、やはりギャラリー・

いなげを逆に特化して、単なる貸し館にしてはいけないんではないかなということを今回

強く感じましたので。５年間の中で、かなりリニューアルをして、一つの独立した単体の

ものとしてもっと有効利用をしていくことが、先ほど、林副館長のほうから出ましたけど

も、可能性を多く持っている場所だということなので、何とかそれを引き出していきたい

ということです。 

○委員  積極的な事業展開はいいと思うんですけど、それで、先ほどお話での若年者に

対するアプローチというので、広報のほうでお話ありましたけれども。事業としては、親

子がメインターゲットになっているような気がするんですけど。若年層の中で親子関係に

焦点化しているのか、そうでない部分について何かお考えがあれば教えてください。 

○千葉市教育振興財団  親子関係、基本的には、やはり千葉市美術館とギャラリー・い

なげの住分けという部分の一つが、やはりギャラリー・いなげに館長さんとして、この中

にも提案させていただいておりますけれども、学校経験の豊かな方をお一人据えまして、

プラス新たに学芸員の方を採用しますという形をとっております。それで、千葉市美術館

はトータルの中で、千葉市の美術館でありますけれども、ギャラリー・いなげも実はそう

でありながらも、なおかつ地域と連携をしていきたいというのが今回の大きな構想でござ

います。そうしますと、学校経験の長い館長さんがやはりその中で、親子というものに今

後の日本の文化とか千葉市の文化、美術を担っていく子供たちを対象にした各学校に声を

かけて、今でもやっておりますけれども、そういうことの中でのものはきちっとこれから

もやっていく。今でもやっている。それプラス、それではいけないのではないかというこ

とで、今回、大人を対象にしたさまざまなものを、それも伝兵衛さんの持っている力をう
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まく使って、それを宣伝効果に使いながら、そこでの写真撮影会とか、そういうことで、

あえて伝兵衛さんのものも使った大人のものをやっていくというようなことの中での住分

けということをできる人材を今回配置したという形ですので。あえて小・中学生をという

ことではないんですけども、でもそうなりがちであることは、これはあえて否定はしませ

んし、それが一番大きな要素だと思っています。今でも、いろいろな講座等をやっており

ますと、副館長が、今、小まめに各小学校、中学校を全部回って、ビラを全部に撒いてと

いうことをやっている。ですから、本来はギャラリー・いなげといったものは、千葉市の

ものですけれども、あくまでもギャラリー・いなげとして持っている地域の中での稲毛の

浅間神社だとか、それから稲毛の商店街とか、この間も夜灯という、千葉でも定着しつつ

あるお祭りなんかも、自主的なものは定着しつつありますけれども、そういうものでのア

プローチもやはりギャラリー・いなげとしてこれからやっていく部分では、地域ともっと

連携していって、地域経済にも同じスタンプラリーをやりながら、一緒にやっていきたい

というような、大きな要素があるということでは、地域の子供たちというものは、実はタ

ーゲットであると意識していることは確かです。 

○委員  利用のされ方のイメージなんですけれども。目的を持って、展覧会とか講座に

行くという利用がメインのような気がするんですけど。そうではない、目的的でないとい

うか、居場所的というか。そういう利用のされ方というのは、イメージされているんです

か。 

○千葉市教育振興財団  本来は、居場所的なものとして、私もギャラリー・いなげ、特

に、伝兵衛さんの持っている観光資源価値なものというようなものの中で、それを強く打

ち出していきたいと思っておりますけれども。それが今回の新たな人員配置の中での大き

なアイデアをつくって、ぜひ観光地としての誘致もしてもらえたらなというのを学芸員さ

んの持っているものの中で、ギャラリー・いなげ、美術、文化、それから地域ということ

の中で考えていただきたいなと。アイデアを期待しているというところはございます。 

○委員  わかりました。ありがとうございました。 

○部会長  ほかに。 

○委員  ちょっと関連して。ボランティアの活用を図っていきたいということなんです

が、今、芸術ボランティアと花壇ボランティアがあるんですが、何人ぐらいの方が登録さ

れて、今、ボランティアとして活動されていらっしゃるのか。 

 また、将来的に、ボランティアというのをギャラリーの活動とどう結びつけていくのか、

その辺のところ、お考えがあるか聞かせていただきたいんですけれども。 

○千葉市教育振興財団  実際、ボランティアは今、活動しておりません。これから準備

を進めまして、来年度以降、ボランティアを活動していきたいというふうに考えておりま

す。 

 芸術ボランティアについては、千葉市在住の芸術家、それから小・中学校、高等学校の

教員、大体、今５名から６名お願いをして、それで、講座の講師とか、それから企画なん

かにご参加いただきたいなと思っています。 

 それから、花壇ボランティアについても、一忚、そんなにたくさんはこちらも掌握でき

ませんので、５、６名ぐらいで。今は職員が中心になって、花壇等の整備をしているんで

すけれども、ボランティアを通して、みどりの協会なんかと連携をしまして、より一層伝
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兵衛さんの庭園をきれいにしていきたいなと思っています。 

 大体、人数的には、それぞれ５名から１０名以内ぐらいで考えておりますけれども。 

○委員  そこをもう尐し、観光資源としても、それから伝兵衛さんの文化財としても活

用していきたいということがあると、例えば、あの辺の郷土史やっている方とか、伝兵衛

さんゆかりの方とか、何かそういうような方も含めて、もう尐し、地域の施設として生か

していく方向というのはお考えになっているのかなと思いながら、ちょっと伺ったもんで

すから。 

○千葉市教育振興財団  実は、今、副館長のほうからお話がありましたけど、実は芽が

できておりまして、まさに今、先生がおっしゃったように、地域のいろいろな全国レベル

の観光地としたい、それは大きな夢ですから、なかなかポイントとしては小さいものです

から、なかなかそれは夢の実現としては、壮大なものにはなかなかならないと思うんです

けれども。先ほどの地域という話の中では、実は芽が出ておりまして。ボランティアで、

なぜこのアイデアを出したかといいますと、地域の方が結構、あそこに散歩に来られまし

て。実際に、池を掃除したりとか、そういう花を育てたりとかという方がいらっしゃるん

です。やはり、あそこの稲毛の、あの地のあの場所のものを尐しでも自分たちのものにし

て、助けて自分のものにしたいなというような形の中での、まず花壇ボランティアとか、

そういうものについてはイメージがあったので、そういう形とさせていただいた。 

 もう一つの芸術ボランティアのほうは、まさに自分たちが今リタイアした、多くのそう

いう方たちがいらっしゃいますから、ああいう場所が。美術館というと、かなり大きな敶

居があるわけですね。ボランティアさんは、今、非常に大きな力で、もう美術館のほうは

動いております。ただ、どうしてもそこまで大きな力を持ったボランティアではなく、も

っと気楽に、ボランティアをしたいという方たちのためには、ギャラリー・いなげとかは

非常にいいところだということで、既に芽が育ちつつありますので、それを育てていきた

いなという状況でございます。 

○部会長  様式３３号の収支予算のご質問させていただきますが。自主事業による収入

と、自主事業費７２万５，０００円、これ赤字だと思うんですが、その赤字の前期繰越収

支差額という項目で、６８万５，０００円。これの財源は何を予定されているんですか。 

○千葉市教育振興財団  財源というか。これは私どもの財団は生涯学習センターとか、

あるいは美術館、それからこちらの市民ギャラリーという、そういったところでの収支差

額が出ております。その収支差額の中から、毎年、幾らかずつ自主事業分ということで、

各施設、尐しずつ分けて財団全体で、要するに財団の本来目的とされる事業を展開すると

いうことを目的として、我々の持っている資産の中から自主事業分については、補てんし

ていきましょうという考え方でございまして、ですから、学習センターにおいても、自主

事業分いくら、それから美術館についても、自主事業分の運営についていくら、こちらに

ついてもいくら、というような形で出していくというところで、本来の財団の公益的な目

的を果たすとそういうところでございます。 

○部会長  関連して、ちょっと質問させていただきたいんですが、ここに恐らく、財団

法人千葉市教育振興財団の貸借対照表、財務諸表だと思うんですが、この中で見ますと、

前年度は１，８００万円。ことしは２，５００万円。いわゆる正味財産ふえているわけで

す。ということは、一般的には利益が増えていて、これの扱いというんでしょうかね。本
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来、税金を投入されているから、今、よく国で言われている埋蔵金に相当するんではない

かということで、今回私どもの担当しているところでも、利益出た場合といいますか、利

益という言葉も妥当ではないかもしれないですけど。そういう収支差額があった場合は、

市に返すという考え方もあって、この辺は、ほかの全体の財団の事業内容がわからないか

ら、そうこうは言えないんですが。まず一番目の質問は、ここは赤字ですか。この市民ギ

ャラリーは。区分経理でやると。 

○千葉市教育振興財団  赤字というよりは、とんとんですね。 

○部会長  とんとんですか。というのは、なぜかというと。財団以外に、ここも税金投

入しているから。プラスだと、本来は返すか、あるいは積み立てても、何年かで精算をど

うするかとか、いろんな部分が出てくると思うんですが、その辺のちょっと考え方、これ

は最終的には、この後やられる美術館のほうで聞きたいと思うんですが、いなげのほうの

区分経理の。 

○委員  今のところ、私が勝手に思ったんですけれども、内訳の例えば２３年のところ

でいくと、管理費の中の事務局経費ってありますよね、これが利益になる。 

○千葉市教育振興財団  いや、この事務局経費というのは、今財団としましては、財団

事務局がございまして、財団事務局と役員、あるいは役員会議や何かを運営して、それか

ら福利厚生を初め、給与、そういったものの総務的な事務局があります。そちらの人件費

あるいは役員会がございますので、役員会開催のための経費、あるいは役員さんの報酬、

そういったものが一般管理費ということで、事務局経費の中で見ているわけです。それを

それぞれの施設の大きさに合わせて案分をして、その結果として、こちらは尐ない金額で

すけども、このくらいの金額があるということという形になっているんですね。 

 それを原資として、今言ったように、事務局の事業、まあ、事業はございませんけれど

も、もろもろの中身の経費という形をとっています。 

○委員  普通、そうだと思うんですけどね。その中で事実上の、これだと尐し余裕が出

るのかなと。そうではないと、きっちりやったのでは、補てんするお金が出てこないでし

ょ。 

○千葉市教育振興財団  言い方はおかしいんですけれども、前期分の収支差額が出てい

ますので、その収支差額分の中で、割り振った金額をそれぞれの施設に自主事業分という

ことで、投入しているという形になります。 

○委員  だから前期繰越と書いてあるわけですか。 

○千葉市教育振興財団  そうです。 

○委員  前期の財団全体の繰り越しと。 

○千葉市教育振興財団  そうです。 

○委員  結局、自主事業って、やればやるだけ赤字になるということですか。 

○千葉市教育振興財団  そうですね。どちらかというと、公益的な事業しか、我々やり

ませんから。本来であれば、自主事業をとんとんに持っていかないとやる意味がないんで

しょうけども、余り経費をかけて、市民の方にというよりも、むしろこちらで持っている

資産があれば、それを市民に還元したほうがいいといった形での公益性をどうしても財団

としては追い求めていきたいというのが、もともとの財団の趣旨でございますので、今は

まだ法人化はされていませんけれども、行く行くは公益認定をとっていきたいというよう
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な考え方を持っていまして。それへの対忚ということもありまして。事業的には、ほとん

ど一般の事業ということで、収益の出るような事業というのは考えていません。 

○部会長  今、考えてないというけど、規定上はできるんですよね。というより、ここ

の施設の減価償却一切入ってないですよね。民間側からいうと下駄履かされているわけで

すよね。非常に有利な場ですから。それを活用して、なかなか難しいと思うけど、税金投

入を尐しでも尐なくするという、そういう考え方。今、自主事業ってもうからないと。そ

ういうことがわかると、ほかの事業を、結構きちっと管理するというか、使うんではない

かと。全部税金で持ってくると、こういうことを言ってはいけないかもしれないけど、緩

やかな費用管理になってしまうので、僕は自主事業というのは、結構やったほうがいいの

ではないかという、最近、いろんな国のところから見ていると。そういう意味では、ここ

の自主事業も赤字というのではなくて、儲かることを尐しでもやっていかなくては、こん

なに採算合わすのが大変だという意味では。どうなんでしょうか。基本的な考え方。 

○千葉市教育振興財団  本当は、人件費分も含めて、自主事業は、尐しは、あがったほ

うがいいという気持ちは十分持っています。独立した財団としてはですね。ただ、今まで

の流れからしまして、あるいは財団の寄附行為、その目的に沿うような事業展開というと

ころからすると、なかなか、ちょっと言いづらいんですけど、制限が多い。そういう中で、

赤字にならざるを得ない部分もあるのかなと。ところによっては、ところによってという

のは、ほかの地方の財団なんかを見た場合には、それをペイする、あるいは多尐なりとも、

その部分についてはあげて、人件費部分にそれを回すとかいうような、施設は違うにして

も、そういう財団は今できつつあります。 

 ただ、公益法人の、今の目的からいうと、民間でもできるだけ公益的なところに入って

いたいと、その辺の促進の意味で認定法ができましたので、そういう意味からも、ある程

度独立採算できなければいけないんですけれども、できるだけ公益性の高い財団という位

置づけは維持していかないと意味がないのかなという、片方ではそういう意味合いもござ

います。 

○部会長  これでヒアリングを終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

（財団法人千葉市教育振興財団 退室） 

 

○部会長  それでは、今のヒアリングを踏まえて、審査表にご記入していただきたいと、

審査は一忚、１０分として。終わりましたらご提出をお願いします。 

○委員  ちょっとお伺いしますが、これ美術館にしていいんですか。ここで議論しても

いけないかなと思って聞かなかったんですけど。 

○事務局  これはギャラリーですからね。 

○委員  ギャラリーでスタートしているわけだよね、そもそも。それが、今の提案は美

術館にしていこうという。極端なこと言えば。 

○委員  多尐ね。 

○委員  学芸員を置いて、企画展をやるというのは。 

○委員  本来、観光施設化したいと思っているのに、そんなのに学芸員って必要ないよ

ね。観光施設にするのに。観光施設だったら、むしろ違うノウハウで。 
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○部会長  美術館的にはいるよと。 

○委員  学芸員が必要なのか、もう尐しね。 

○部会長  そうなると、これは私どもとして、どういう判断すれば。市の方針で、やは

り我々としては、いろんな疑問を投げかけさせていただいて。 

○文化振興課長  ギャラリーの設置の目的といいますか、いわゆる事業として、条例で

位置づけられているのが、美術作品の展示、それから美術作品の制作の指導、それから講

習会の開催、これがギャラリー・いなげの範疇なんですね。 

 ですから、学芸員を置くという意味合いが、先ほど話あったとおり、今まで美術館から

いろいろお手伝いしてもらったことを自分たちで、専任を置いて、この事業を展開してい

こうというところでは、特に、提案の中身が逸脱しているわけではありませんし、より前

向きなものということは理解できますけれども、それが今のお話の中で、観光のほうに行

きますと、ちょっと視点がと言われると確かに。ただ、それに加えて、地域の活性化とい

う意味で、そこを拠点にいろんなところをケアしながら、全体を底上げしていくという意

味では、ギャラリーの位置づけは必要だと思いますし、今の考え方はいいんですが、それ

がギャラリー・いなげのメインの業務ではないということですね。 

○委員  あくまでも、つくる、見せる、見ると、それでいいわけですね。 

○文化振興課長  そうです。それがギャラリーの本来、我々が求めている業務ですね。 

○委員  伝兵衛さんのお家は、あの管理は別のところで管理しているんですか。 

○部会長  やっていますよ。管理は。この予算の中で。 

○文化振興課長  これで一緒にやっています。 

○部会長  入場料はただ。 

○文化振興課長  ただです。 

○委員  観光というよりは、社会教育。一般的にそうですけど、目的的な施設だけに閉

じると、使う人と使わない人と区分ができてしまうので、居場所的にすそ野を広げていこ

うというのは、手段として、どんどん広がっていると思うんですけど、先ほどのお話の観

光という意味ではないんじゃないかなと思うんです。入り口の垣根をなだらかにしていく

というのか。 

○委員  観光的とは、ちょっと違いますよね。 

○部会長  ただ、外から、例えば観光バスが見学に来るというのはあるんですか。 

○委員  だから、文化財としてね、位置づけしておけば、それは観光客が来る場所にも

なり得ますよね。 

○文化振興課長  そうですね、ギャラリー・いなげを目的ではなくて、伝兵衛さんのお

家を見てみたいなという人はいらっしゃるでしょうし、何かの情報で、神谷伝兵衛って、

ここなんだと、では行ってみよう、そういう広い意味での観光スポット的な役割はないと

は言えないと思いますが、それが全面に出過ぎるとどうかな、というのはありますけどね。

ただ、さっき申したとおり、そこを拠点に、地域のいろんな活性化の一つとして、そうい

う方向を考えるのは、コマの一つとすれば、悪いことではないかなというふうに認識して

います。 

○委員  地域振興に資したいということですね。 

○部会長  うちの方にも、ちょっと離れているけれど、結構あって。まさにああいう寄
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附されたものが一般に開放されているんですよ。そうすると、やはり何となく地域にそう

いうものがあると、やはり失礼ですけど、この近くのようにマンションがばっと建ってい

るよりは、何となくうちの地域はすごいねという部分があるから、先ほど言ったのは、あ

あいうものを大事にしてという意味で観光という話が出たのかなというふうに思っていま

す。 

○委員  だから、結局コストを上げてもやりたいという、それほどのものがあるか。市

の方針ですね。お金かけてもいいのか。 

○部会長  そうです、そこはそうなんですよね。 

○文化振興課長  午前中もお話し申し上げましたけども、提案をそのまま丸のみして、

選定されたから、その提案どおり１００％というのではなくて、その提案の中身、例えば

人でいえば、「今度は多く配置しますよ。この場合人件費を入れますよ。」「はい、わかりま

した。」とは、素直にいくものではありませんので。今後、総務当局ですとか、財政当局も

含めて、お金に関する部分は、今後査定というものもあるかもしれませんし、一概には…。 

○部会長  そういう意味ではね、この提案書がそのまま仕様書になるんではなくて、順

位でいろいろと打ち合わせしていかなければならないと前提で考えろということでいい。

というのは、一昨日も僕が言った、東大は建物なんかで、入札して、１位、２位、３位を

決めて、打ち合わせすると、ここはもう尐し安くして、これはもうちょっと高くというこ

とでやると、結構全体的な値段が入札価格より下がっているんですよ。だから、そういう

意味では、順位として考えて、これも仕様書としては、ここを基本にもう尐しいろんな打

ち合わせをするよう、我々の意見とか、市の意向という、考えでいいんですか。 

○委員  この企業でいいよというだけの判断なんですよね。 

○部会長  能力はあるから。 

○委員  コストや何かは、また別にやってもらうと…。 

○文化振興課長  細かいところでは、まだまだ詰めなきゃいけないところがたくさんあ

りますので。 

○部会長  逆にね、一昨日もそうですけど、積極的な提案ほど、市との方針とか、規制

との関係があるから。いいなと思うと同時に、本当にできるかとか、いろんなものがある

から。 

○文化振興課  協議をした中で、どこかの条例なり、法律なりに抵触してできないとい

うこともないとは言えませんでしょうし。ですから、一忚その提案を踏まえて、協議した

中で、例えば来年度すぐに実施しますというのもあるでしょうし、十分な検討をしたうえ

で、２年後に実施しますというのもあるでしょうし、ある程度、５年間の提案ですから、

２３年がすべてこの提案どおりに全部いくとは我々も思っていませんので、その辺も含め

た整理を今後していく必要があるかなとは思っています。 

○委員  だから、ここでもって指定管理者というふうに当てはまるといったことは、こ

の提案全部が当てはまるということではないということで理解すればよろしいですね。今

後の協議も含めて変わりうる部分もあるけど、一忚、指定管理者としては、まあよろしい

でしょうという。よろしいか、悪いかっていう判断ですよね。これは。 

○文化振興課長  当然、付帯決議という言葉には出てこないんですけれども。そのほか

に、十分、齟齬がないようにやってくださいというのを踏まえた上でやらせていただける
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ものだと思っています。 

○部会長  そうなれば、この委員会の多尐の存在価値というか、貢献もあるんだなと。

単に選ぶだけではなくてね。やはりみんなの有識者たちが集まっていて、そうであればあ

りがたいというかね。わかりました。 

 審査表は皆さん出しましたので、取りまとめするまでの間、１０分間の休憩とさせてい

ただきます。 

 

（休憩） 

 

○部会長  それでは、再開したいと思います。大分先ほど議論しているので、大体問題

点はわかってきたと思うんですが、市民ギャラリー・いなげの取りまとめをやりたいと思

います。 

 集計結果を見ると、「△」の部分がありますので、まずそれの議論を。 

○委員  先ほどから言ってしまっていることですから、それ以上つけ加えることはない

んですけども。基本的に、ギャラリー・いなげってなに、というところを、やはり。ここ

で議論することではないんですけどね。市当局で、やはり議論しておかないと、随分聞い

ても、これでいいのかねと、こういう見方になるんですよね。自主事業だって、位置づけ

が明確ではないと、もっとやれとも言えないし、やめとけとも言えないし、ということに

なって、そういう意味での「△」ですから。的確でない、資格がないとか、だめだとかと

いうことの「△」ではありませんので。私はそういうふうにご理解いただければ十分でご

ざいます。 

○委員  議論の余地があるなということですね。 

○部会長  そうすると、まず雇用の考え方「△」出てるんですが、これは先ほどの問題

ですね。 

○委員  障害者の問題なんか出なかったよね。５、６人ですとか、４、５人ですからね、

やる気がないというわけではないと思う。 

○部会長  これは、最終的には先ほど言ったように、市と向こうとの協議になると思う

んですが。ここでは、先ほどのいろんな疑問があるんで、附帯意見では、人件費の増額は

だめだというんではなくて、もっときちっと詰めてくださいということかな、効果が出る

ように。 

○委員  ですからね、さっきから言っているように、いわゆる観光施設として神谷伝兵

衛宅を、有効に使って周辺とコラボレーションとか、そういうことを考えていくと、学芸

員というよりも、もっと違う役割ができる人。さっきの説明の中では、学芸員なんだけど

も、そういうこともできる人と言ったんだけど、むしろ学芸員ではなくていいんですよね。

だから必ずしも、わかったというふうにはなっていないと、こういう意味です。 

○部会長  ある意味では、学芸員とすると、向こうの美術館との兼任ができるようにな

るけどね。それはそれほど仕事をする上において、今言ったようなことを求めるんならあ

るわけなんですね。 

○委員  ただ、そういうことのできる学芸員ということであれば、これはもう、それで

いいわけです。 
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○委員  学芸員については、あまり詳しくはわかっていないですけど。ただ、学芸員っ

て、そんな美術の専門家というわけではなくて、もうちょっと教育活動は当然含まれてい

ますし、地域の関係も、全く学芸員の必然的な仕事内容に含まれると思うんです。 

○委員  だだ、周辺との関係とか何とか、そんなことは余りお得意ではない学芸員が多

いんじゃないですか。 

○委員  それは裁量の問題であって、学芸員の仕事内容に含まれていると思うので。 

○委員  だから、そうだとすれば、ギャラリー・いなげぐらいの展示をどうやるという

のは、別に専門の学芸員ではなくたってできるのではないですかと。それは千葉市美術館

にいっぱいいるんですから、こういう考え方です、私の意見。わざわざそこに１人いる必

要はないではないですか。 

○委員  それは、学芸員の専門性というのは、狭く考えるとそういうふうになるかもし

れませんけど、そうではないんではないかなと思います。 

○部会長  学芸員って、やはり美術学校でてる方。 

○委員  資格をとればいいんでしょう。 

○部会長  資格でもない。 

○委員  いや、資格です。教育学部で出していますし。地域教育ということとは、かな

り密接なんです、もともと。 

○委員  一般的な理解では、何となく専門的で、考古学専門とか。 

○委員  それは、そこに閉じこもっていられると困るんです。学芸員というのは。 

○委員  そういう意味ですから、学芸員であったって構わないですけどね。 

○委員  今は、当年度は千葉市の美術館を受託しているところが指定管理者になってい

ますけれども、その関係は崩れることもあり得るわけですか。 

○部会長  そうか、一体ではないから。 

これは、一体ではないですね。向こうは募集してないものね。美術館のほうは公募して

ない。そういう意味では、ここもあそこにくっつけてしまってとはならない。 

○文化振興課長  今の条例上といいますか、市の中の位置づけでは、全く別々な施設で

あり、組織なので、それぞれ指定管理募集もそれぞれやっていますが、長期的に考えたと

きに、この二つの施設をどうしていくかというのは議論する必要があるとは我々認識して

いますので、今後、場合によっては、今の形態と変わることも予測はされますね。 

○部会長  そうすると、今回の提案は、ある意味で、ほかに行く可能性があるので、美

術館とは独立性を強めた人員配置と考えたとも言えるんですか。 

○文化振興課長  それは、教育振興財団が受注をする前提で、自分たちがここをこうい

うふうに活用しますという提案だと私は理解しているので。ほかの団体が来れば、当然、

美術館は全く度外視して、ここをどうするかだけではないですか。今回は、美術館と絡め

て、今までやってきたけども、さらにこのギャラリー・いなげの活性化を図るために、あ

えて専任の職員を置いて活性化しますというのが教育振興財団の提案なので。本来一体で、

前回まで一体に考えてやっていましたということかなとは思うんですけども。どっちがい

いか悪いかというのは、ちょっと何とも言えないですけども。ただ、両方を一体的に考え

ていかなければいけないのではないかという委員さん方のご意見については、今後どうす

るか、我々のほうで内部的に検討しなければいけないことで、全く今のままでずっといく
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ということでもないということは。 

○部会長  ただ、今日の部分で、もしほかの全然違うところが提案した場合に、我々、

えらく採点難しかったなと、結果的にいうとね。これ本当に切ってしまって、ほかへ投げ

ていいかというのを、意思決定せざるを得なかったかなという。だからそういう意味では、

今後、一体の運営というのも考えられるけど。 

○委員  ただ、やはり美術館の分館という施設には、今の器だけでは、なかなかなり得

ないと思うんですよ。 

○委員  ギャラリー・いなげは小さいから。どっちかというと、これは何をやるにして

も地域性がありますよね。緑区からも人を呼んでくるというのは、ちょっと無理っぽい。

やはり、稲毛のあの周辺の人をターゲットにするということですよね。そういう前提で、

あんまり専門化しないで、いろんなこともやらせないとうまくいかないかなという感じし

ますよね。そういう意味では、今も学芸員というのは何も専門ではないというんだけど、

どこかちょっと、もっと違った人材が本当はいいのかなという感じ。いろんな子供の講座

をするとか。いろんな可能性がありますよね。 

○委員  あそこの場合はね。 

○部会長  すると、これは雇用の考え方は附帯意見かなと。 

○委員  だから、その方向について、もしここである程度まとまるんであれば、尐し雇

用の考え方も、附帯意見、方向としてね。学芸員さんといっても、ある一定の専門性を持

った学芸員さんという意味ではなくて、あそこの地域、市民として。社会教育も含めた。 

○委員  社会教育に資する人を選んで欲しい、という附帯意見になるんですかね。そう

いう幅広くやれる人ということで。 

○委員  提案している側も一忚、そういう含みではありましたけれどもね。 

○委員  学芸員ではだめだと言っているわけではないんだけどね。 

○部会長  広い部分のある人を採用してくださいと。余り狭い専門性だけではだめよと。 

○委員  そうですね。だから、あそこが要するに美術館の学芸員さんのように、一定の

専門領域をぼんとやって、そこでもっていろいろ収集したりとか、勉強したりというよう

なイメージでは、あそこではなかなか学芸員さんとしての仕事はできにくいと思うし、そ

ういう意味では、先生がおっしゃるように、千葉市の美術館と連携すればという話になっ

てしまいますからね。 

○部会長  その意味では、前にも言ったように、あそこの位置づけを検討してください

というのは入りますかね。 

○委員  検討というか、あそこを分館として使うという発想は、ちょっと切ったほうが

いいかなというふうには、もし折衝するときにね。今、たまたま一緒ではあるけれども。

それは市のほうのお考えにもなるわけなんだけども。 

○委員  そこのところをはっきりしておかないと、全部「○」というわけにいかないで

すよと、そういう意味ですから。ここでどうこうできる議論ではありません。 

○部会長  わかりました。問題提起として。 

 次に、問題になった自主事業の考え方で「△」。２０番で。これが先ほど言ったように、

ほとんど儲かっていない自主事業。 

○委員  儲かってないというか、あんまり意欲的に出ていないんですよね。 
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○部会長  もうちょっと色つけてくれれば。 

○委員  だから、子どもたちを集めた制作の講座をするとか。そういうことをすれば、

あそこ結構部屋があるわけだし。場所はあるわけだし。 

○委員  学芸員という大げさなものではなくて、何かいわゆる、心の指導できるような

人が必要ですよね。 

○委員  だから、ボランティアでリタイアした先生たちとか、そういう人たちを活用し

て、何か子供たちを集めて講座をやったりとか、制作活動したりというようなことをちら

っと考えているのかもしれないですけどね。 

○委員  本当にそんなに高度な専門家ではなくて、むしろ多機能、いろんなことができ

る、そういう人のほうが向いているんですよね。 

○委員  だから、ギャラリーという社会教育施設みたいな感じになってしまいますよね。 

○委員  自主事業でも、講座をやるというのと、写真撮影会、その程度なんですよね。

だから、本当は専門的な人がいろんな企画をしてくれればいいんでしょうけどね。このス

タッフ、これだけの頭数では、期待するのは無理ですよ。 

○文化振興課長  ここの施設、次の美術館もそうですけども。本来、館の目的が限定さ

れているところなので、文化施設みたいに、自主事業でいろんなことをやれるところでは

ない。どちらかというと、保存施設でもあることから、管理運営と、それから我々も指定

管理事業として、企画展を１回以上はやってくださいというお願いはしているだけで、ど

ちらかというと、やはり自主事業のウエイトというのは、文化施設よりかは低いんですね。

人数的なところ、規模的なところ含めて。ただ、せっかくある部屋を有効活用、利用率を

高めるということと、いろんな角度からできる自主事業は、どんどん提案してくださいと

いうことで上がってきたのが、これであれば、我々はこれで数が尐ないとか、こういう内

容ではレベルが低いとかという見解は全く持っておりませんので。 

○委員  ここではしょうがないよね。 

○委員  だから、１年間で 1 万５，０００円の収入ということになると、１，０００円

だと１５人、５００円だと３０人か。それで自主事業、意欲的とはどうしてもとれないね。

イベントの企画の内容はともかくとしてね。それだから、「△」になる。 

○部会長  奉仕活動というか、慈善事業に近い。ほとんど収入がない。 

○委員  ある程度無理だと。あのスペースとあのスタッフだけでは無理だよと思ってい

ますから、だめとかということではありませんけども。 

○部会長  これは、やはりもう尐しいろいろ考えてくださいと。 

○委員  やはり考えていいんではないですか。考えきれますかね。 

○部会長  次の項目を。いっぱい「△」あるんですが。これで、いろいろと問題点を挙

げていただければと思うんですが。まず、管理運営の基本的な考え方、「△」二つ。 

○委員  私の「△」はずっと今まで申し上げてきたことですね。 

○部会長  これは、先ほど言われたから。 

○委員  いいと思うんですけどね。 

○部会長  いろいろと問題があるかなというふうに、とりあえず。 

○委員  一番最後の収支。教育財団のお金持ってきてしまうというのは、これはいいん

ですか。ひっかからないんですか。監査のほうから。 
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○部会長  ほとんどがね、税金でしょう。それをある程度勝手にというのは、よく言わ

れる流用になってしまう。実は。 

○委員  それはちょっとひっかかります。 

○文化振興課長  逆に、自主事業を含めた全体の収支の中の、繰越収支差額で生まれた

部分は、ある意味では、指定管理事業は収益事業ですからね。いわゆる財団として、市か

ら受託を受けている事業は、当然、プラスマイナスゼロで、収支ゼロなんですが、指定管

理の意図がある意味では、努力によって、例えば、回転率を上げることによって、利用料

金収入が予定より増えましたと。それが収入になるわけですね。その収入が収支差額とし

てプラスになった部分を、財団の、単に繰越金としてプールするだけではなくて、それを

公共の事業にフィードバックしますということだと思われるので、支障はないかなという

ふうには思っています。 

○委員  後から議論する美術館だって、そういう意味での収支はマイナスでしょう。大

幅に。入場料収入で全部コストを賄っているわけではないですから。当然、指定管理費が

入っているわけで。そこもマイナス、ここもマイナス、教育振興財団が儲かっているんだ

から。ほかの事業で差益が出ているわけですから。それで埋めていいんですかと、こうい

う意味なんです。同じ中でのやりくりなら一向に構わない。こっちは関係ないんですけど。

ご検討なさっておいたほうがよろしいんではないですかと、こういう意味。 

○部会長  よく、我々独法でも区分経理をやっているでしょう。それを勝手に移すとい

うのは当然アウトで。恐らく、これもそういう規定はないけど、それぞれ事業ごとの区分

経理で。結構本当は厳しいはずなんです。基本的に。 

○委員  今回、この予算がおかしいんで。利益を組み込んでいるんですね、経費に。そ

れで経費を水増ししているので、見えないんですね、これ実際ね。管理費がいろいろとい

っぱいあるっていうのも、実は本当はそんなにかからないと。それは実は本当は財団の利

益なんで。それを流用しようというのは。でもそれを口に出して言えないから、本部から

持ってくるって言う。でも、どこもかしこもみんな本部から持ってくるって言うんじゃ、

本部は大丈夫なのかな、とは思いますけどね。 

○部会長  千葉市が事業仕分けをやっているかどうかわからないですけど、この財団を

やったらね、ここに埋蔵金があるよという話になってしまう。さっき言った１億３，５０

０万。あれたしか埋蔵金に相当しますので。だから、返してよと。その問題が。今言った

流用の問題とか、もう尐し詰めていただかないと。今後、これを細かく見るチャンスが、

事業仕分け等であったときに、恐らくこれ問題になるのではないかなと思います。 

○委員  額がそんなに大きな額ではないからね。ひっくりかえるような問題ではないけ

ど。 

○部会長  そう。結構考え方として。 

 それでは、今いったような前提で、この審査表では、いわゆる問題ないという結論でい

いですか。 

（異議なし） 

 

○部会長  それでは、財団法人千葉市教育振興財団の提案は、管理運営の基準を満たし

ているものとして、ご了承いただいたものと考えます。 
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 選定理由としては、１番目が提案内容が管理の基準を満たしていること。２番目が、市

が要求している基準以上ということですが。結構「△」があるんですが、どれを。これは、

書かないわけにはいかない。 

○委員  いわゆるギャラリー。貸し館という言葉を使っていましたけども、そういう展

示施設を貸すという意味では、非常に管理能力もいいわけですよね。十二分に市民のため

になっている。それを適切に管理しているというのは評価していいんではないですかね。 

○部会長  だから、貴重な財産で、地域とか、活用とか、積極的に考えていること。そ

れを生かすようにというあたりですかね。 

 あと何かありましたか。ここもいろんないいことやっているんだけど。個々を書いて、

あんまり細かいねと。そのまとめ方が難しいですね。いっぱいいいことやっていますけど。 

○委員  もう一つは、さっきから議論になっている観光施設なんていったら、大変失礼

だけど、旧神谷邸の問題なんか、管理は非常に適切であるし、庭園の整備もきれいですよ

ね。そういうふうに、適切に管理運営をしているというのも一つの評価だと僕は思うんで

すけどね。 

○部会長  そうですね、きれいでしたね。見学をしてもね。非常にきちっとした管理し

ていました。 

○委員  施設の活用の考え方も評価できるというのも入れて欲しいですね。意欲を評価

できるとか。 

○委員  学芸員増員も、意欲は評価できる。ただし、付帯意見として、コストのほうに

は注意を払って欲しいとか。意欲は評価できるけど、コストの面でもと。 

○部会長  だけど、あれをそのまま、この辺に移すということはできないんですか。 

○委員  移築というのもありますけどね。 

○委員  あれは海の見えるところに価値があるんでしょうからね。 

○委員  あそこは、だから砂浜も削られて。何か、それが残念ですけれどもね。 

○文化振興課長  もともとあそこまで海でしたから、よかったんですけど。 

○委員  そういう歴史を、理解させるというか。ここはもともと海だったんだよという

のもあっていいのかなと。 

○委員  ただ、あれは規模がそんなに大きくないから、管理が非常にうまくいっている

し、回転率もよくなるという面もあるけど。あれも大きくぼんと持っていってしまうと、

にっちもさっちもいかなくなってしまうんじゃないかと。 

○委員  あそこに置いておくほうがいいでしょうね。 

○委員  この間行ったときの、書道展とかはね。絵画になると、ちょっと光とか何かで

うまくないんではないですか。僕は専門家ではないけども。ちょっと絵の展示はできない

んじゃないかと思いますね。 

○部会長  ただ、僕はいろんな美術館へ行くでしょう。東山魁夷の美術館は非常にコン

パクトで。今回も２０点ぐらい。ちょうど、僕が年とったからかもしれないんですけど、

大きいのを見ていると嫌になってしまうんですよ。そんなにもう頭に入らないものですか

ら。そうすると、市立美術館は、あれでもちょうどいい、ちょっと大きいかなという。気

楽に行くには、やはりもっと小さいのがいい。だから、そういう意味では、あそこなんか

も美術館に使うのもいいのかもしれない。 
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○委員  ただ、真っ暗けだから、絵がかけられるかどうかですね。 

○部会長  それでは、今のいろいろな意見を選定理由として、三つほど挙げさせていた

だきます。 

 まずは、展示施設を貸すことについては、稼働率もよく、適切に管理している。２番目

が、市の財産を積極的に生かすことを考えているところ。それから、３番目が、庭園を含

め、旧神谷邸の管理が適切であるということを評価いたします。という三つをお書きいた

だいていいでしょうか。 

○委員  施設の特徴を生かして、うまく積極的に。そういうほうがいいですね。 

○部会長  そうですね、それを入れないとまずいかもしれないです。わかりました。 

 ということで、選定理由を挙げさせていただきます。 

 それでは、財団法人千葉市教育振興財団について、提案内容が管理運営の基準を満たし

たものとして、市民ギャラリー・いなげの指定管理予定候補者とすべきものといたします。 

 それについては、附帯意見も書くし、今後、所管のほうと、適切なる協議が必要である

としていただきます。 

 あと、附帯意見は。附帯意見も出たのでいうと、市に要望も何かあるような気がするん

ですね。提案のところではなくて、いろいろと検討してもらわなくちゃならないものも、

この議論では、出てきたのかなということで。 

○委員  それを分けて。 

○部会長  まず、学芸員には、社会教育全般の見識のある人を広い範囲で公募して選ん

でくださいと。というのは、学芸員として専門の余り高い能力を要求されていなくて、多

尐低くても、ああいう場をいろいろと使うという意味で、ということですね。 

 ２番目が、自主事業について、ボランティア等を活用して、より充実していただきたい。 

 その二つの附帯意見を付したい。その他にも、いろんな意見があったんですが、それは

協議の場でいろいろとやっていただければと思います。 

 ということで、この議題は終了したいと思います。 

 

（休憩） 

 

○部会長  再開させていただきます。 

 それで、先ほどちょっと言うことを忘れまして。附帯意見を精査していただきましたが。

それは事前協議において事業計画において十分反映させるということで、よろしくお願い

します。 

 それでは、次の議題。千葉市美術館の管理運営の基準及び提案についてですが、申請者

のヒアリングにかかわる部分以外は、会議を公開とするので、傍聴人が入るんですが、今、

いないから、このまま進めさせていただきます。 

 美術館は非公募施設ですが、事務局からの説明をお願いいたします。 

○事務局  非公募の千葉市美術館についてですが、指定管理予定候補者の提案内容が管

理運営の基準の内容を満たしているかどうかについて、委員さん方にご意見をいただきた

いと存じます。 

 なお、採点表や審査表はございません。 
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 以上でございます。 

○部会長  ということは、いろんな事前レビューで、メモ等で疑問にあることを出して。

それでは、これについては、今までとちょっと違うタイプですが、何か質問、ご意見あり

ますか。 

○委員  これは議論だけでよくて、最終的には、いいんですか。 

○部会長  ここもいろんな要求は出していいんですね。 

○事務局  そうですね。ご意見をいただくという形でお願いします。 

○委員  ちょっと、質問なんですが。利用率って、２６ページに出ているんですが。こ

の利用率って、利用日数割る利用可能日数のことを利用率というんですか。何人入ったか

というのは、また別なんですね。 

 １人も来なくても、開館していれば、利用率はあるということ。そういう理解で。 

○部会長  利用の可能性という意味ですか。 

○生活文化部長  利用率は、いろんな美術館の展示ではなくて、ギャラリーとか、そう

いう諸室がありまして、その諸室の利用率ということです。 

○委員  貸し室のほうになるんですね。わかりました。講座とかで。 

 勝手なことを聞いていいですか。この美術館は、時価に換算すると、いくらの美術品を

お持ちなんですか。取得価格でしかないんですよね。 

○生活文化部長  評価でいきますと、６６億弱になります。取得したものと、寄贈を受

けたもの含めて、大体６６億弱の美術品を。 

○委員  美術館の人に聞くのもおかしいけど、例えば火事なんかがありますよね。その

リスク管理という部分は、火事とかそんなことが書いてあるんですけど、実はこの間中国

でも、美術館員が模造品と入れかえてしまって、いい物を持ち出して売ってしまったとか

いうのがありますけどね。そういうリスク管理というのは、どうなんですか。聞きにくい

んで、直接美術館の人には聞けないんですけど。そういうのはこれから起きてきますよね。 

○生活文化部長  この間も、委員さんのほうには収蔵庫を見ていただいたんですけど、

その辺の管理のほうを含めた、ということでやっておりますので。 

○部会長  よく、ほかから借りてきますよね、ということは有料ですね。ただではない

ですね。 

○生活文化部長  一忚、ただの場合も多くて。こちらに、輸送費とか、保険料とか、そ

ういうものを借りるほうが払うという形です。有料の場合もあるかもしれないですけども。

個人の所有とか。 

○部会長  そうなんですか。というのは、今、６５億あるなら、それをぽんぽん貸した

ら儲かるかなと思ったんですけど。そういうわけにいかない。 

○委員  もっと広い意味でいうと、この前、収蔵庫見せてもらったけれども、あれも、

もう未来永劫に日の目を見ない、要するに、どこにも展示されないような絵がかなりある

と思うんですよね。 

○生活文化部長  私ども専門ではないんですけれども、寄贈を受けたもので、やはり企

画展とかに合わないものは、なかなか出ないものもあろうかと思いますし。あとは浮世絵

が中心なものですから、展示する、収蔵しておく温度とか、湿度とかの問題もあって、油

絵なんかに比べると、やはり貸す際も、年に１回ぐらいだとか。やはり傷みがひどくなり
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ますので、その辺が、やはり浮世絵とかの場合には難しいところが結構あるんです。 

○委員  私、もっとひどいことを考えているんですけど。そういう絵を１年に一遍、オ

ークションをやったらどうかと。売るということで、処分するということですよね。それ、

一遍にやってしまうと、後がなくなってしまうので、毎年、秋の美術展の前後に、５０点

とか、１００点オークションをやって収入を取ると。これはおもしろいのではないかと思

うんですけどね。あそこへ置いといたら、管理のコストばっかりどんどんかかってしまい

ますから。高い物はだめですけど。 

○委員  この前も、勅使河原蒼風展があったじゃないですか。あれ見ると思うんですが、

寄贈はどんと、駄作とかなんかもいっぱい預かってしまうわけですよね。そのうち、企画

展でその中から拾いだして使うわけでしょう。全然使わないでも、実は預かった１００の

うち、使うのは２０個ぐらいと。あとの８０は、もうただ置いているだけと。今おっしゃ

ったように、そういう問題が出てくるわけです。でも、寄贈を受けたのを捨てちゃうわけ

にいかないから、そういうのをどんどん受けていると大変なことになりますよ。 

○部会長  いわゆる埋没しちゃうから、それよりは売って、個人の家とかに。 

○文化振興課長  基本は市の収集方針に則ったものを、寄贈を受けるかどうかという審

査を経た上でいただくんですね、私どもは。ですから、何でもあげますよで、いただきま

すとなると、全く違うジャンルのものが確かに埋もれてしまうのもありますけども、基本

は、そういう審査を経て、寄贈なり、寄託なりを受けている。今、基本的に購入するもの

はほとんどございませんので、寄贈か寄託かというものがほとんどなんですね。 

○委員  基本的に、選別はなかなかしにくいではないですか。 

○文化振興課長  ですから、それを今の教育振興財団は、美術館ができた当初から、寄

贈、寄託品の分類をきちんと手がけて、どの作品をいつ展示した、いわゆる日の目を見た

かというのをやっているので、そういう収蔵作品の展示に関する継続性といいますか、管

理、この辺を含めて、公募して５年間に１回ずつ変わるよりかは、継続性がある団体のほ

うがいいだろうというのも、非公募になった理由の一つとしてあるので。そういう意味で

は、なるべく日の目を見るようにはなっていると思います。 

○委員  あれだけのものが、たくさんの数があるなら、市民に適正な価格でオークショ

ンで売っていくというのは、むしろ市民の美術に対するニーズとか、そういうものを満た

すという上で、市がやる一番いい仕事ではないかと。 

○文化振興課長  いただいたものなので。 

○委員  あの絵は市のものなんですか、教育振興財団のものなんですか。 

○生活文化部長  市の財産です。 

○委員  だから、扱いを委託している。指定管理の対象になると。単に建物だけではな

いよということですね。 

○部会長  それでは、続きまして、所管である文化振興課から、審査資料について説明

を願います。 

○文化振興課長  それでは、私のほうで説明させていただきます。お手元にお配りして

います、資料の、まず７－１。提案の前に、その前段で千葉市美術館管理運営の基準、こ

れについてご説明申し上げなきゃいけないので、Ａ４のフラットファイルにある、資料の

７－１のほうをごらんいただきたいと思います。 
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 ここだけ非募なので、これまでの部会で管理運営の基準について、この部分については

ご説明しておりませんでしたので、この場で簡単にご説明をさせていただきます。 

 この美術館の管理運営の基準につきましても、ほかの公募施設と全く同じ視点から作成

をしておりまして、この管理業務を指定管理者に任せる上での基準を定めたものでござい

ます。 

 ６ページをご覧いただきたいと思います。 

 ６ページの下段、第２、指定管理者が行う業務の範囲・内容。ここから具体的な美術館

についての事項を記載しております。 

 次の７ページからは、基本的な事項としまして、条例上の使用時間、休館日、利用料金

の取り扱い、そして緊急時の対忚などを示しております。ここは基本的事項でございます。 

 続きまして、１０ページをお願いします。この１０ページが美術館業務の実施基準を示

しております。ここの項目が美術館としての事業の中心の項目でございます。 

 まず、先ほどもご覧いただきましたけれども、美術品の収集、管理、保存に関しまして、

指定管理者が行うべき業務を示しております。 

 それから、１１ページですが、こちらでは展覧会に関すること、これを示しておりまし

て、常設展、企画展とも、原則、毎年度５回以上の開催をここで求めております。 

 また、利用料金の減免につきましても、基準を示しております。このほか、美術館とし

てやるべき、教育普及に関すること、調査研究に関すること、ミュージアムショップの運

営に関すること、これなどを示しております。 

 次に、ちょっと飛びますが、２１ページをお願いしたいと思います。 

 第９、自主事業でございますけども、美術振興及び本施設の利用促進を図るため、自主

事業の実施に努めるよう、ここで記載をしております。 

 また、次のページには、美術館にはレストランがあるんですけれども、美術館レストラ

ンとの連携によって、利用者サービスの向上に努めるよう、ここで示しております。 

 その他の項目につきましては、これまでご審議をお願いしていました他の施設の管理運

営の基準と同等な内容で定めております。 

 以上、千葉市美術館の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。 

 続きまして、資料の７－２をご覧いただきたいと思います。 

 これは、美術館は非公募ではありますけども、我々、市のほうでは公募施設と同様の提

案の内容を求めておりますので、文化施設とか、ギャラリー・いなげと同じように、この

資料を作成をいたしました。 

 なお、先ほど非公募についての説明があったと思いますけれども、「○」「×」の審査を

今度はお願いするものではありませんので、お手元に公募の２施設で用意しました審査表

に変えまして、Ａ４で、参考資料として、お手元に配付させていただきましたので、ご意

見などのメモ等にご活用いただければと思います。 

 私のほうからは以上でございます。 

○部会長  ありがとうございます。何か、コメント、意見等ございましたらよろしくお

願いします。 

 一ついいですか。ここで公募しなかった理由の議論等は。やはり相当だということは要

らないんですか。 
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○文化振興課長  これは前提で、非公募施設ということで、ご審議のほうをお願いして

いるので。 

○部会長  わかりました。 

○委員  例えば、友の会の会費より、運営事業のほうが高いんですよね。それから、グ

ッズの売り上げより、グッズの制作費のほうが高いんですよ。これはどう考えたらいいの

かという気はしないでもないですね。中身を聞いてみないとわからないんですけども。友

の会の会費なんて、丸々収入になるようにすれば、それはいいんだと思うんですけど。そ

れから、グッズも大幅に利益を出すために、これは恐らく中身を見ていかないとわからな

いのかもわかりませんけれども、尐なくともこういう自主事業が収益に寄与しないと、や

る意味がないんですよね。 

○文化振興課長  特に、友の会につきましては、自主事業という位置づけにはしている

んですが、逆に、我々のほうから、基準の中で、これは自主事業としてやってくださいと

いうお願いをしているんですね。要は、友の会事業自体は、会費を募って、年間見る、企

画展は無料で見られますよというものなので、どっちかというと指定管理事業には馴染ま

ないということもありまして、自主事業という形で、ある意味では強制的にといったらお

かしいですけれども、お願いしている。 

○委員  いいんですけどね。そんなの、必ず利益が出るはずなんだけど。配った無料券

の代金を見ているのかしら。 

○生活文化部長  友の会の会費が年間２，０００円ですか。当初３，０００円だったの

を２，０００円に指定管理者が変えたんですけど。友の会に入りますと、企画展でも何で

も無料で入れる。その辺の金額も運営事業の中に入っているかどうかなんですけどね。入

場料の部分が。 

○委員  相当にね。そうでないと、こんなになるはずないんですよね。 

○部会長  それと、僕、グッズのところを覗こうかなと思って、まだ覗いたことないの

で、どんなもの売っているか知らないんですけどね。ほかの美術館と共通というのはある

んですか。というのは、あそこで全部、自分ところの発注だと高くなってしまうから、結

構、ほかの美術館に行くと結構いいものが多いんですけど。 

○文化振興課長  いわゆる千葉市美術館の企画展に関するものについて売っているとい

うところですね。当然、市のほうでは、企画展にちなんだ図録などをつくって、それを売

っているのとあわせて、現状、入っているテナントの事業者さんのほうで、美術に関する、

絵はがきですとか、いろんな関連するものもあわせて売っているという現状はあります。

ですから、ほかの施設に関するものというのはないと思いますね。 

○部会長  例えば、外国人の方用の日本らしいものとか。そういうものもあるんですか。

千葉の、例えば、さっき言った浮世絵の分とかがあれば、これ買っていっていいなとか。

例えば、ハンカチとか。 

○委員  そういうのはあるでしょう。 

○文化振興課長  浮世絵とかに関するものとか、千葉市の芸術に関するもの、関連する

ものは売っています。 

○部会長  わかりました。それでは、進めたいと思います。 

 美術館の指定管理予定候補者である財団法人千葉市教育振興財団のヒアリングを行いま
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す。 

 それでは、もし所管のほうから何かあれば、ご説明願います。 

○文化振興課長  今回の美術館の提案書のほうに移っていただきまして、提案書の様式

１２号、１９ページ、１の青の網かけの１の観覧料金、ここの下線部分なんですけれども、

観覧料金の無料の範囲を高校生まで拡大している記述の提案となっています。そこで、高

校生の過去の年間平均利用者数ですとか、１年当たりの高校生の部分の観覧料金の総額を

確認しておきたいというふうに考えています。 

 また、あわせて、その次の下線のところでは、団体の定義を３０人から２０人に引き下

げという記述もあるんですけれども、その３０人から２０人に引き下げた理由ですね。こ

れもちょっと確認したいということと、これに絡めまして、無料の範囲等が増えますので、

利用料金収入が単純に言えば減収になる、その補てんについてどのように考えているかと

いうことをここでご確認いただければありがたいなというふうに思っております。 

 それから、提案書様式の２２号、４７ページ。直接美術館の企画展等に関するところで

はないんですけれども、今年度運営した中での反省材料といいますか、今後の課題として、

あそこは中央区役所との複合施設になっておりますが、今年かなり人気を博した田中一村

展とか若沖展とかで、駐車場がかなり混雑して、本来、市民が区役所に行って用事を足し

たいという人まで、かなり影響してしまったという事実があったことから、今回、新たな

提案として、駐車場の混雑緩和に向けた取り組み、一番下になるんですけれども、我々と

しては、ここは新たに提案を求めました。この中で、一番下の下線ですけども、混雑時に

は、誘導人員を手配し、近隣の駐車場に案内等をして混雑の解消を目指すという前向きな

提案がなされているんですが、今後５年間、あるいはもう尐し長期的に考えたときに、こ

れを見据えながら、さらなる提案を求めたいと思っていますので、そういう提案の用意が

あるのかどうかとか、あるいは今後継続的に市と協議していく、そういう姿勢があるのか

どうかを確認しておいていただければありがたいというふうに考えております。 

 以上の２点でございます。 

○部会長  今の所管の説明等で、何か意見、コメント等はございますか。 

 あとで言ってもいいんですけどね。たしか提案書では、実はほとんど高校生の入場がな

いと。でも家で見たら、そんなはずはないと、結構あるだろうという。それで、なぜここ

に、実はほとんど高校生の入場がないとわかるのかというのは。普段着で来たらわからな

いですけどね。その辺が、ここで実は僕なんかも疑問を持って。それは後でこちらから聞

いていきたいと。 

○文化振興課長  カウントの仕方で、有料、無料だけではなくて、年齢、ある程度年齢

的なカウントも美術館はしているんですね。例えば、高校生、大学生、こういう一つのカ

テゴリーですから、そこで高校生と大学生が明確に分かれているのかどうかまではちょっ

と我々も把握していませんが。高校生がほとんどいないとなれば、大きな影響はないと思

われますし、逆に言えば、高校生を無料にすることによって、高校生にどんどん来てもら

いたいと、そういう意思表示であれば、それはそれで尊重したいなと思っているんです。

ですから、その辺の確認を、委員さんも含めてやっていただければと思います。 

○部会長  わかりました。 

 それでは、千葉市教育振興財団を入場させていただきたいと思います。 
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（財団法人千葉市教育振興財団 入室） 

 

○部会長  それでは、千葉市美術館について、千葉市教育振興財団のヒアリングを行い

たいと思います。 

 １０分間で、本日の出席者の自己紹介と、提案骨子の概要。その後、２０分間、私ども

の質問を行います。 

○千葉市教育振興財団  それでは、私は千葉市美術館の副館長をしております木村でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 この後、職員のほうから自己紹介をさせていただきまして、趣旨の説明につきましては、

学芸課長代理の田辺のほうからさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○千葉市教育振興財団  教育振興財団事務局長の池田でございます。よろしくお願いい

たします。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館学芸課長代理の田辺と申します。よろしくお願い

します。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館管理係長、志賀でございます。よろしくお願いし

ます。 

○千葉市教育振興財団  千葉市美術館管理係の市川です。よろしくお願いします。 

○千葉市教育振興財団  それでは、千葉市美術館につきまして、当財団のプレゼンを行

わせていただきます。 

 当財団では、１５年間美術館を管理運営してまいりました。その間、常に質の高い企画

展、所蔵作品展の開催に努め、美術館の基本理念にありますように、首都圏にあって、埋

没することのない個性的な美術館として存在感を示してまいりました。 

 本年度の「伊藤若沖 アナザーワールド展」や「田中一村 新たなる全貌展」の成功は

その一つの成果ともなります。特に、田中一村展では、観客動員数も過去最高の６万人を

超え、市内外から高い評価を得ると同時に、近隣地域への経済効果も尐なからずあり、周

辺地域の商店からも感謝の声が寄せられたことは、うれしい経験となりました。 

 今後も引き続き、館長及び学芸員が中心となり、堅実な研究、経験と信頼から得られる

企画、継承力を基盤として、一層展覧会の充実に努めていきたいと考えています。 

 また、展覧会事業の一方で、常に収蔵庫や展示室の環境に留意し、作品の保存管理を行

うことは学芸員のもう一つの重要な役割です。引き続き、貴重な市民の財産であり、全国

的にも評価されつつある千葉市美術館の収蔵品を適切に管理し、長く市民に愛されるべき

コレクションを良好な状態で後世に伝えていかなければならないと心新たにしております。 

 さらに、教育普及事業も美術館の要と言えます。各種講演会や講座、ギャラリートーク

のほか、これまでの当財団の学校への積極的な働きかけにより、学校との連携も年々密に、

発展的に展開されてきました。 

 児童・生徒の美術館での鑑賞教育はその核であり、子供たちの中から将来の美術館、ひ

いては千葉市の文化芸術活動へのよき理解者が育ってくれるように支えてくれる美術館ボ

ランティアとともに今後も事業を進めていく所存です。 

 平成２３年度の企画展につきましては、６本の予定で提案させていただいております。 
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 順番に申し上げますと、世界一の浮世絵コレクションを誇るボストン美術館所蔵の浮世

絵の中から、喜多川歌麿、東洲斎写楽、鳥居清長の名品をよりすぐりました「ボストン美

術館浮世絵名品展 錦絵の黄金時代展」。次は大正時代に版画、素描、装丁本などですぐれ

た作品を残した橋口五葉の本格的な回顧展となる「橋口五葉展」。晩年千葉市に居住した浅

川伯教とその弟、巧の朝鮮陶磁のコレクションを集め、展示する「浅川伯教・巧兄弟の心

と目 朝鮮時代の美展」。それから江戸琳派の祖、酒井抱一の作品を中心とした「酒井抱一

と江戸琳派展」。美術家としても活躍した詩人、瀧口修造と現代美術の巨匠、マルセル・デ

ュシャンの交流をテーマとした「瀧口修造とマルセル・デュシャン展」。さらに、市民芸術

文化祭の一環として、毎年千葉市美術協会と共催で開催しております千葉市民美術展覧会

の計６本です。企画展は、美術館を何館か巡回する巡回展であることが多いのですが、そ

のほとんどについて企画段階から、千葉市美術館が常に中心となって先導するような立場

となっており、他の都道府県の美術館からも企画・実行力のある美術館として評価されて

いるところです。 

 来年度では、特に最初の「ボストン美術館浮世絵名品展」は、この年の目玉と言える企

画展であり、巡回展ですが、ボストン美術館側が浮世絵を専門とする公立美術館として、

特に千葉市美術館を希望したことで開催が予定されたものです。 

 これは、これまでの展覧会実績や浮世絵研究面でのボストン美術館への協力を通して、

館長初め、学芸員が良好な関係を築いてきた成果とも言えます。 

 教育普及事業では、引き続き講演会、講座、ギャラリートーク、学校との連携による鑑

賞教育を中心に活動をしていきますが、新しい試みとしては、現在構築中の浮世絵データ

ベースを公開し、これを活用した授業を千葉市教育研究会中学校造形部会美術館活用グル

ープと連携して、実施していく予定です。 

 また、本年度に行った展示室内での小学生への鑑賞教育をきっかけに、小学校造形部会

との連携も進めていく予定です。 

 また、以上のような事業計画に加えまして、利用促進の観点から、高校生の観覧料の完

全無料化、また、これまで３０名で割引としていた団体を２０名以上で割引とすることを

提案させていただきたいと思います。 

 特に、高校生につきましては、美術館の来館はほとんどない世代ですが、将来を考え、

視野を広くしていくべき大事な時期でもあります。親に連れられて歩く年ごろでもなく、

自ら料金を払って美術館へ行くという発想もほとんどないように思われます。これまで、

当財団の教育普及事業において、高等学校との連携が進まなかったのも、入場料金が大き

なネックとなっておりましたが、これを完全無料化することで、高校生の来館が促進され、

将来にわたり美術館を愛好する人材を育てることができるのではないかと考えています。 

 また、休館日を月１回の第１月曜日のみとし、金・土曜日の夜間開館は、引き続き実施

する予定ですが、課題としましては、夜間開館の入場者数が尐ないことが挙げられます。

これまで以上に周知に努めることはもちろん、夜間開館時を利用したイベントや講座など

の企画実施を一層積極的に行い、今後も改善に努めていきたいと考えます。 

 さらに、地域との連携にも一層力を入れ、さまざまな事業を通して美術館周辺地域その

ものの活力を促進するべく、地元と相互に良好な関係が築けるように努めていきたいと考

えます。 
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 以上のように、当財団では、これまでの経験と実績、信頼を最大限に生かしながら、指

定管理事業においては、展示、保存、教育普及の三つを美術館事業の本分と考えてとらえ

て、活動を続けるとともに、それを補完するような意味において、さまざまな企画イベン

トや地域との連携を行うことで、今後もより発展的に事業展開ができるように努めてまい

りたいと思います。 

 

○部会長  ありがとうございました。 

 これから質問させていただきます。 

 まず、様式の記載の中身です。今の説明にもありましたが、様式第１２号、観覧料金の

無料の範囲を高校生まで拡大するという提案になっていますが、高校生の入場がないとい

うことですが、その辺の総額をつかんでいるかということと、団体の定義を３０人から２

０人に下げることによって、当然収入が減りますが、一方では増えるということがあって、

その辺のいわゆる見通しといいますか。 

○千葉市教育振興財団  今まで大学生と高校生を全く同じ料金にしてきまして、大学

生・高校生という区分けでは人数を出していないんですけれども、その部分は非常に数の

尐ないところではありまして、大学生はともかく、大学生と同じ料金を高校生に強いるの

はどう考えても、事業展開としてもよくないということで、思い切って高校生を無料化と

いうことで考えました。 

 それから、団体についてなんですけれども、３０人の団体というのは、まず、かなり尐

ないんですね。ほとんど、期待できるほどの収入ということにはいっていないんですけれ

ども。その一方で、２０人だったら集めやすいという、ほかの千葉市内の公民館とか、あ

とほかの市の公民館の団体なんかで組んでいただくことがあるんですけれども、３０人は

無理だけど、２０人だったらということがあるので、２０人であれば、２０人になるよう

に努力してから、団体がいらっしゃれるのではないかなということで、このように考えさ

せていただきました。 

○部会長  そうすると、団体については、増収につながるというわけですね。 

○千葉市教育振興財団  はい。 

○部会長  これ２０人って、ＪＲの団体は、１０人か１２人、もっと尐ないかな。一般

的に２０人ぐらいですか。 

○千葉市教育振興財団  そうですね。展覧会によっては、５人ぐらいでも団体に見える

こともあるんですが。まずは、こういう数字が現実的に余り収入も減らさずいけるのかな

という。 

○部会長  わかりました。 

 次に、様式第２２号で、この前の田中一村展はすごく入場が多くて、駐車場の混雑があ

ったということなんですが。前向きな提案をいろいろされているんですけれども、今後５

年間、あるいはもっと長い間で、さらなる提案を求めたいということと、今後継続的に所

管課といろいろと議論していくと、恐らく長期的な部分も。早急には解決できない部分が

あると思うんですが、その辺の考え方をお示しいただけると。 

○千葉市教育振興財団  非常にハード面のことがありまして、今のように、ちょっと車

高の高い車が流行る前にできた建物でもあって、そのあたりは非常に、我々でさえ、市役
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所の公用車でさえ入りにくいというようなところもあるので。結局、機械式の駐車場で平

場がすごく尐ないので、そのあたりは、混雑時には、何か別の場所で手当するようなこと

も考えていかなければならないと思います。ただ、一村のような状況でなければ、特に土

日は我々美術館だけの事業になりますので、今のところそれほど困ったことはないんです

けれども。一村の場合は、我々も予想外に、うれしいことなんですけれども、入場者があ

ったので、ちょっと対忚しきれない部分もあって、お客様にもご迷惑をかけたところがあ

るんですけれども、今後はそういう予測も含めて駐車場のことを検討していきたいと思い

ます。 

○千葉市教育振興財団  今回、一村は、一番地域で何が経済的に波及効果があったかと

いうと、実は駐車場なんですね。それで、限度を超えましたので、早目にホームページで、

混みますと。ただし、あの地域は非常に有料駐車場の数が多かったものですから、構造上

の欠陥を突き詰めていくと、これは組織としてこれから直していかなければいけないと思

うんですが、なかなかあの地域でほかの土地を借りるとか、あの構造を直すということは

非常に難しいところがあるんですけれども。今回はお客様の理解が非常によくて、やはり

どうしても混むということは皆さんの頭の中にありますので、そうしたときに、地域で有

料の駐車場がありますということによって、非常に地域の駐車場が日々潤いましたので。

どこへ行っても、一村展の場合には、若沖もそうでしたけれども、飲食店を含め、駐車場

も含め、やはり人が多く来ていただいて、すべての、かなりの部分がやはりハッピーにな

るんだなということがわかりましたので、美術館と協働していくというところからすると、

やはり多くの方に来ていただくということをかなり意識していかなければいけないという

感じで、駐車場については、思った以上にクレームはなかったです。 

 とはいっても、混むことは混みましたので、財団の事務局職員までも、全部来ていただ

いて、整理をするというようなことで、人海戦術でもやりましたので、そういうことも含

めて、いろんなことをこれから想定していかなきゃいけないことは確かでございます。 

○部会長  その有料駐車場、美術館の券を見せたら割り引くというようなことはやられ

たんですか。 

○千葉市教育振興財団  今回の一村展とか、若沖展で大きな影響というか、地元と雰囲

気が共通になってきたのは、あのぐらいまではなかなか無理なんですけれども、実は毎年

１０万人から１２、１３万人の方が千葉駅から来ていただいているという状況の中で、あ

の一村展の状況を見て、今までは実際には、やはりなかなか我々からこうしていただきた

いという働きかけをすることも余りタイミング的にもなかったんですけども、例えば京成

の映画館なんかですと、半券を持ってくると１割引ということで、あの中は全部統一して

やっていますよね。ですから、そういうことを美術館側からも、ぜひ地元の商店街の皆さ

んの連合会がありますので、美術館、科学館も含めて来ていただいている１０万人のお客

さんは、帰りに皆さんのところへ必ず寄るんだからということを、この提案の中でも書き

ましたけれども、地域の連携というところでは、来ていただいたお客さんを逃さないよう

にしていただきたいということを一生懸命、地域の商店街の皆さんと話し合っていきたい

なと思っています。 

○委員  駐車場の割引なんかは、ぜひ進めるべきだと思いますよ。 

○千葉市教育振興財団  ぜひ、積極的にやって。もう美術館側からは、美術館の名前を
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使っていただくのは幾らでも構わないので、半券を使って。結構、千葉市の美術館という

のは、市民の方もそうですけれども、市外の方も多いのです。そうしますと、千葉駅から

必ず同じ道を通って帰っていきますから、いい美術展なんか見た後は、どこかおいしいお

茶を飲むところはないかなとか、お土産屋はないかなという問い合わせが必ず受付の者に

あるんですね。残念ながら、それが今のところまだうまくかみ合っていないので、一村、

それから若沖で地元の商店街の皆さんも、やはり人が多く来て、美術館効果はあるんだと

いうことが非常に…。 

○委員  黙っていたってだめでしょう。行って交渉しなきゃ。字面だけではだめだとい

うことを言っているんです。 

○千葉市教育振興財団  今、交渉を。ただ、我々美術館側からこうしたほうがいいんで

はないかという文書を僕は流して、どんどんやりましょうということを今考えています。

今までは、どちらかというと、商店街の皆さんって、なかなか美術館のことについては、

余り商業につながっているんじゃないと思っていたんですけれども、やはり今回、実態を

見ていただいたので、「あっ、これは」という、今は雰囲気が盛り上がっていますから、ぜ

ひ美術館と。 

○部会長  例えば食事したという券を、地元のを見せれば幾らか安くなる。逆に美術館

に入ったというのを見せたらば、ワンドリンクとかね。実は、僕、コルトンプラザなんか

よく行くんですが、あそこは映画館で見ると、飲食店は１割引っていうのは尐ないけど、

ワンドリンクとかね。それから、地下鉄で１日券を買うんですが、そうすると、ほぼ美術

館、東京にある、１００円引きなんです。食事なんかも安くしてくれるしね。そういう相

互に、ちょっとでもいいからやれば、意外とお客さんを集められるんじゃないかなと。 

○委員  ただ、千葉市美術館の駐車場は使いにくいんですよ。私みたいに、たまにしか

運転しないと、ぶつけちゃいそうで。入れるのはいいんだけど、出るときに、みんなこっ

ち側の控室でじっと待っている。車出てこないんだから。やはり外の平面駐車場を有効に。

まだビルは当分建ちませんから当分ね。そういうところを使って、尐しでも来た人の利用

がしやすいようにしてやらないと。本当に使いにくい。３０、４０分出られないんですか

ら。 

○部会長  儲かれば、法人税で回収できる。市民税が増えるんじゃないですかね。そう

いう間接効果はあるかなと。直接自分ところの収入ばかりではなくて、いろんなところに。

赤字ではなくて、附帯の利益があるから、僕らが評価するときに、そこまで見なくちゃい

けないなという。結構、今、赤字ならだめだってやるけど、やはりいろんな駐車場だとか、

食堂とか、儲かっているんだから、そういう部分も一度、計算して出すといいんですよね。

なかなか出づらいけど、実はここに人が来れば、飲食でこのくらい増えるはずだとか。や

はり経済効果はあるはずですね。だから、単にここだけの収入でやると、ああだこうだ言

われちゃう。 

 ちょっともう１つ関連で。管理費用を見ると、費用より収入がふえた場合は、市に返す

と書いてあります。そうすると、ここは財務諸表を見ると、一昨年は１，８００万円で、

今年２，５００万円ということは、美術館は赤字ではないんじゃないかという想像をする

と、市に返すべき部分。していい範囲かな。その辺の説明を。 

○千葉市教育振興財団  基本的には、美術館の場合、先ほどいいましたように、一つの
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展覧会で非常に当たる場合と、それから、こちらで思っていたほど当たらない場合と、両

方極端な場合がございます。その場合に、できるだけ収支に差が出てきた場合には、市と

協力をしながら市民に還元していくというのが基本的な考え方であります。 

 財団全体としても、いろいろな施設での、先ほど言いましたように自主事業分だとか、

そういったものもありますけれども。基本的にはそこの施設で出たものについては、そこ

の施設の中でできるだけ市に還元していきたいという形で、例えば、美術館の場合ですと、

薫蒸ということで、収蔵作品を展示する前に、市の備品がございます。そういったものが、

何年かに一遍は薫蒸という形をとらなければいけない、というような形のものを、やはり

そういう資金的な部分で、こちらからの提案という形で支出していくというような形も一

つではないかなというふうに考えておりますし。場合によっては、備品や何かでも、ある

一定金額がございますけれども、その一定金額についての備品の修繕等についても、市と

協議をしながら、できるものについては、こちらで実施していこうというような形で、出

たものに対する還元方法というのは、ちょっとこちらにも提案させていただいております

けれども、そういう形で、できるだけ今、非常に経済情勢が悪くて、財政的にも非常に苦

しい状況でございますので、そういったものも含めて、提案をさせていただいているとい

う形で、基本的には、還元をしていくというふうに考えております。 

○部会長  今言ったようなものは、毎年の経費にでてこない。なぜかというと、財団法

人の会計規定で、規約的になかなかできない場合は、一般の話で、使途を明確にしておく

という手もありますよね。今後こういうものに使うんだというふうに、蓄積のものはね。

だから、いろいろな形で明確にしたほうが、いわゆる事業仕分け等で埋蔵金とか、いろん

な部分があるから、より使途を明確にするほうがいいのではないのかなと。 

 ほかに、何か質問はございますか。 

○委員  さっき高校生無料にするって、大丈夫ですか。これは、意味はよくわかるんで

すけど、ほかの先生方とちょっと考え方は違うかもわからないけど。高校生が雤降ってい

るから、どこも行くところがないから、美術館でも行ってたむろするかといって、悪貨は

良貨を駆逐するような、そういう現象、リスクはないですかと。要するに、美術館は静か

な雰囲気の中で何か鑑賞しようという人が集まっていくところへ、ただの人が来て、がや

がやと雰囲気を壊すという、そういうリスクもあると思うから。僕はあんまりゼロにしな

くていいような。来ない人は来ないんですから。 

○千葉市教育振興財団  無料にしても、やはりかなり気持ちがなければ来ないとは思う

んです。 

○委員  大丈夫ですか。そういうリスクのほうが多いような気がする。そういう人にも

絵と美術品を見せる機会を与えるんだというのはわかるけど、ちょっとそこまでいくと行

き過ぎだという気が私はしますけど。別に構いません、それは。審議には大した影響あり

ませんから。 

○部会長  逆に、喋っていたらば、注意していく教育の場でもある。電車の中だったら、

うるさいというのはなかなかできないけど、ここは静かにするんですよということも考え

られる。 

○千葉市教育振興財団  そうですね、美術館に来たときのマナーみたいなものは、そこ

で覚えていただければと思いますし。 
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○委員  それと、団体１０人というのはだめなんですか。何か税法上の問題があれば、

１０何人にするとかね。 

○部会長  もっと尐なくするということ。 

○委員  １０人ぐらいは集まりやすい。 

○千葉市教育振興財団  そうですね。感覚的には、ちょっと２０人でもきついような感

じはある。 

○委員  ２０人というのは、相当な人数ですよ。 

○千葉市教育振興財団  割と気軽に団体料金で来られるという感覚は、やはり乏しいか

なと。 

○委員  今の高校生の話なんですけど。ただにしても、お母さんの小言はただでも聞き

たい人はいないではないですか。それと同じで、やはり合わない人は来ないと思うんです

よ、ただでも。あんまりたまり場になる心配は、雰囲気は合わないから、それはないと思

うんですけど、別に高校生が来ないのは、ただだから、５００円かかるからではなくて、

テーマが合わないことが多いんじゃないかと思っているんですけど。過去や、近代美術や、

いろいろ有名人がいる。年とった人はみんな過去の人をありがたいなと思うんですけど。

高校生はどっちかというと、今は新しい、アニメでも何でも、ちょっと分野が、関心が変

わってきているんじゃないかと思うんです。別に、芸術に高校生、子供が関心ないのでは

なくて、従来型の、東京でやっている美術館でみんな満員になっているのは、みんな中高

年ばっかり行っているから満員なんであって、高校生を基準にしたら、東京でもそんなに

満員じゃないんじゃないかと思う。だから、結局、今の若い人というか、僕は過去に学校

で習ったことを基準に、これはすごくいいのが来ると思って行く、という例があったんで

すけれども、子どもの方がむしろ自分の感性で生きているから、そこをちょっと。要する

にターゲットが違うわけですよね。両方一緒にしたら、どっちも来なくなってしまう可能

性があるので。確かに、今はせっかく中高年が暇なので、いくらでも来ているのに、高校

生向けに作ったら、今度は中高年が来なくなってしまう。だから、中高年が喜ぶような西

洋絵画の何とかとやったって、子供にはあんまりという気がする。 

○千葉市教育振興財団  実際に、高校生を無料にするというのは、先生もおっしゃった

ように、僕も今、どきっとしたんですけれども。多分そういう高校生たちは来ないだろう

と想定をして、当然、そこで美術館の当然の決まりがありますから、その中でおさまるん

だろうとは思いますけれども。実は、千葉市の美術館の中で、市民ギャラリーを使って市

内の高校生の美術クラブの方たちが展覧会を毎年やるんですよ。本当は、本来であれば、

今やっている展覧会、若沖でも一村でも、見せてあげたいと。ただ、やはり５００幾らと

いう、高校生にとっては非常にきついんだなという気がします。ですから、その辺のとこ

ろで、一般の高校生が、美術に興味のない方がどのぐらい来られるかというのは、これか

らもやはりかなりやってみないとわからないところですけれども、今、現代美術というこ

との中でも、大学生、高校生ぐらいから、かなりプロに近い人たちが、かなりもうスター

トしていますから。そういう方たちが、大学生はアルバイトしたり、何かしてでも、一村

とか若沖とか来ましたけれども、高校生って、５００幾ら親からいただいて来るというこ

とを考えると、すごく、本当に興味を持って、プロを将来目指したいとか、それから美術

をやっている子供たちにとって、無料で見ていただけるという部分ができてきたら、今回
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の無料というのは、非常に意義が出てくるかなと思うので、その辺のところをぜひ強く押

していきたいなと思っておりますけれども。 

○委員  前提として、高校生という区分を設ける理由をちょっと伺いたいんですけど。

高校生ということは、高校生ではない同年齢は入らないという意味を持ちますよね。それ

から、大学生という区分について、何が入って、何が入らないのかも、ちょっと教えてい

ただきたいと思うんですけど。 

○委員  要は学生証を持っているか、持ってないかという、学割的な意味ですよね。 

○千葉市教育振興財団  そうですね。今までも高校生、大学生と、ずっと条例でも言っ

ていたので。 

○千葉市教育振興財団  そうですね、年齢による区分けも考えられることは考えられま

す。 

○委員  昔は、学生はお金がなくて、社会人はお金があるという想定があったかもしれ

ないですけれども、今は全くそうではなくて、逆なんですよね。お金がない子は進学でき

ないという状況が確実に、統計でも明確に出てきますので、大学生が一番豊かな層です。

それより専門学校生のほうが豊かではない層になっています。専門学校へ行くお金がない

子は専門学校へも行けないので、進学できないんですよね。だから、そこのところは一律、

年齢で切っていただくほうが、公平には資するかなと思うんですけれども。 

○千葉市教育振興財団  ちょっと考えはしたんですけれども。 

○部会長  僕も昔ね、出張なんかで、海外で美術館へ行くと、いわゆる欧米では、ちゃ

んとした家の父親は、子供が小さいときに美術館へ連れていくのが義務だと、よく肩車し

て見に行っているので、うちも生まれて、なるべく子供のときから行ったらば、やはり結

構、大人になっても行くんですね。やはり効果はあったかなと。高校生というか、１８歳

以下をもしただにすると、親がただなら連れていくよという、逆にね。あるいは自分が行

くときに親も一緒に行こうかという意味では、多尐何かの効果があるかなという気もしな

いではない。 

○千葉市教育振興財団  小・中学生を無料にしたときにも、やはり小・中学生は親がつ

いてくるだろうということもあったので、収入的にはむしろ上がるんじゃないかというこ

とでしたが、それは成功していると思います。 

 高校生についても、そういうことも考えて、ただ、割と単独で動くのかなとも想像する

んですけれども。一つあったのは、うちがやっている教育普及事業で、千葉市内の高校と

の学校の連携が進まないのも、最大のネックは料金だったんですね。学校が予算化するの

か、生徒から徴収するのかですけれども。そこを進めたいという思いもありまして。 

○千葉市教育振興財団  美術館という発想の中で、先生がおっしゃった年齢による区分

けというのは、非常に新しい、感覚的に。ただ、千葉市としても、やはりいろんな施設と

かを見ている限りは、必ず中高生とか、大人とかと分けてしまって、今の先生の、ちょっ

とこれは千葉市全体のいろいろな公の施設の問題もある中では、やはり検討していかなき

ゃいけない問題かなという。やはり学生だから、高校生だからというよりは、１８歳未満

とか、その辺のところを非常に、私はこれどっちがどうだということは申し上げられない

けど、提案の中で答弁させていただいていますけれども。今後、所管課といろいろ調整し

ながら、千葉市全体としても、ああそうなんだと、公の施設がいっぱいある中で、子供を
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学生であるかないかによって差別するんでは、それはかえって逆差別ではないかというこ

とも言えるということですね。 

○委員  そこはぜひ考えていただきたいと思います。 

○部会長  それと、今、６０歳以上になっているんですが。昔、６５歳というところが

あって、断られたことがあるんですけどね。たしか、ほかは何か６０歳が多いような。 

○委員  千葉市は６０歳ですよね。 

○千葉市教育振興財団  そうですね、市内在住の６０歳です。 

○委員  様式２８の収支予算との兼ね合いで。先ほど問題に出したんですけども、友の

会とか、グッズ販売は、売り上げよりコストのほうが多いんですけども、これはどういう

仕組みになっているんですか。それなら、友の会なんかやめちゃったほうがいいではない

ですか。友の会というのは、丸々会費が収入だとばっかり思っていたら、それを維持する

ために、膨大なコストがかかるというのでは、おかしな話なんだ。何か余分なものが入っ

ているんではないですか。収入が２００万円の費用が４８０万円。 

○部会長  そうすると、会員を増やせばとんとんになるかなというのと、今言ったよう

に、何のための経費かということを。 

○委員  グッズも、普通は物を売るとき、製造コストのほうが安くて、利益を乗っけて

売るのが一般的な常識なんで、何でこれディスカウントして売ってしまうのかなという気

もしないではない。これ読み違いなのかもわかりませんけれども。 

○部会長  これ考えられるのはね、企画展やると、それ向けにいろいろつくりますよね。

売り残りは廃棄処分ですか。当然、全部売れないですよね。企画展向けのいろいろな、美

術集みたいなのとか。それの売れ残りがもし発生すると赤字になるのかなと。 

○委員  これ見ていて思ったんですけど、非常勤の人件費とあるけど、本当はここ、兼

任でいいんじゃないですか。兼務になっているんじゃないですか。これ、専任なんですか。

友の会だけの専任じゃないですよね。だから、本当はここに一人を当てているから無理が

あるんです。案分すれば、本当は１２９万円でなくて、人件費はもっと尐ないというか。

そういう計算ではないんですか。 

 講師謝礼とかも、みんなそうではないのかなと思ったんですけど。今の給料払っている

のに、講師に行って、３万５，０００円とか１万５，０００円とか。そういうふうになっ

てしまってますよね。ダブってる。 

○委員  だけど、僕が言っているのは、全部一緒にすれば一緒なんだけども。そもそも

何で友の会をやるか、何でグッズを売るかという目的から考えていろいろやっていかない

と、まるっきり意味がなくなってしまうんですよね。安定的に、収入を増やすための友の

会、ではないんで。これは単なる芸術マインドを浸透させるためにやるというのは、これ

はこれでわかりますけれども。明らかにグッズを売るなんていうのは、そこで収益を上げ

ようということですから、そこで利益が出ないとすれば、これはおかしいということにな

ります。 

○委員  売らなければいいんですからね。友の会の場合は、ファンを増やすという目的

がありますけど。 

○委員  増やすとか、そういう意味がありますから、多尐なら構わないと思うんですけ

どね。ないほうがいいけどね。何かの仕組みだと思うんですけど、幾ら何でも、こんな極
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端なことはあり得ないですから。人件費の入りぐあいで、ほかのところとの案分の仕方で

こうなっているんだと思いますけど。 

○委員  友の会の事務費だけで、３４８万円ですから。 

○委員  グッズの制作費の中にどこまで入っているかですよね。収入のほうは、図録と

かの販売、売り上げは、その他の指定管理事業収入のほうに、例えば２３年度だったら１，

３００万円に入っているんですよね。だから、総括表の事業費収入の中には、この制作費

は、図録なんかの制作費入っているのかどうかよくわからないですけれども、その他の指

定管理事業収入、（Ｃ）の中には入っていますよね、図録の収入が。グッズの売り上げも。

どういう関係なんでしょうかね。 

○委員  グッズの内訳の、消耗品費というのは仕入れ値段なんですか。 

○委員  なんでこんなこと言っているかというと、佐倉に歴史博物館がありますよね。

あそこの売店やっているのは、歴史博物館の後援の財団がやっているんですね。それで利

益だしている。 

○委員  あそこはいっぱい売れていますよね。 

○委員  出しているんですよ。だから、そのためにやっているわけですから。ここで儲

けたほうがいい。儲けるという言い方はおかしいけど。 

○部会長  要するに人件費が上がりすぎで。 

○委員  だから、人件費の案分の仕方だと思うんですけどね。 

○千葉市教育振興財団  すみません。今の、５８ページの利用料金収入、その他指定管

理事業収入の中のミュージアムショップの売り上げの、グッズの売り上げというのは、私

どもの独自でつくったものではなくて、千葉市でつくってありますグッズという観点で考

えてください。 

○委員  展覧会の図録なんかも、千葉市でつくるんですか。 

○千葉市教育振興財団  そうです。 

○委員  手数料とか何かをもらわなきゃ。 

○千葉市教育振興財団  手数料はもらいます。 

○委員  でも、仕入れのほうが販売価格より高いということになるんでしょう。違うん

ですか。 

○千葉市教育振興財団  いえ、違います。仕入れのほうが安くて、販売価格が高いです。

ちゃんとそうしないと、損しちゃいますので。 

○委員  だけど、収入の総括表、５５ページ見ると、グッズ売り上げは、例えば来年度

３００万円で、グッズの制作費用３４０万円と、こうなっているわけですよね。そうする

と、４０万円赤字ということになってしまう。 

○千葉市教育振興財団  これは、自主事業のほうのオリジナルグッズで、私どものほう

の財団で独自でオリジナルグッズをつくった場合のグッズで。 

○委員  だから、それはいいんだけど、そんなのをつくったって意味ないんじゃないで

すかと聞いているんですよ。赤字でもいいんだと、市民に対してサービスするんだという

お考えなら、それはそれで構わない。 

○千葉市教育振興財団  つくったものは、何年かかっても売るつもりでいますけれども。 

○委員  構わないですよ、私の勘違いかもわかりませんから。ただ、数字だけ見ればそ
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うなっていますよと。これは注意なさらないと。会員を増やせば増やすほど赤字が増える

友の会って、一体いいのかねという検討もしていただかないといけないですよという意味

ですから。 

○部会長  そういう意味では、我々、附帯意見として、そういう運用の目的とも兼ねて、

奉仕活動は赤字でもいいんだけど、そのときには、やはり黒字にしてもらいたいというこ

とで。赤字でも意義があるということであれば、それはそれでいいと思うんですけどね。

いろんな部分で、検討をお願いしますというのをつける。 

 それで、モノレールに乗ると美術館の宣伝、非常に多く、目立つんですね。京葉線も目

立つし、ＪＲでもすごく目立つんですね。それで、こういうものも、東京に行くと、他の

美術館で大体置いてあるわけですよ。東京に千葉市美術館を置く意味があるかどうかとい

うこともあるんですが。例えば、東山魁夷の美術館というのは市川ですから、例えばこれ

を置いてもいいような気がするんですが。ほかに置いているんでしょうか。 

○千葉市教育振興財団  基本的には、もう何百件と送っているんですね。もちろん、東

京とか、市川にも、お送りしているんですけれども、置いていただけるかどうかとか、あ

となくなったときに、補充してくださいと言われるかどうかは、またちょっと、そこまで

はコンタクトはないという。 

○千葉市教育振興財団  逆事情として、千葉市美術館が送っていただく手順をちょっと

ご説明させていただきますと、全国中から何百というポスターが送られてまいります。そ

の中で、セレクトするのが非常に難しいところがありまして、率的には、かなり張らせて

いただくもののほうが尐ないのが実情です。なるべく近隣のところで、皆様がこれを見た

ら行っていただくだろうということを選定基準にさせていただいていますけれども、我々

としても、同じ数だけは一忚全国中には送っているんですけれども､お目にとまっている部

分が尐ないとすれば、そこではなかなか千葉市のものは置いていただけていない。本当に

スペースが限られていますので、非常に残念な状況があるのは確かでございます。 

○部会長 それと、千葉市は、日本で初めて市町村では、ツイッターを使うと言われてい

ますが。ここもいわゆる広報的に、ここに、美術館があるよというもので使われてはいる

んでしょうか。 

○千葉市教育振興財団  ツイッターというという形ではまだやっていなんですけれども

いろいろ、ちょっと問題があるんですが、美術専門のブログみたいなのは、結構世の中に

あるので、その中で、良心的なものに関しては、こちらからも情報提供したりはしている

ところです。ツイッターについては、また今後検討させていただきます。 

○部会長  さくら的に、現代的に言うと「千葉市美術館に行くなう」とかって書けば。

例えば、僕はアカウントを設けていないんですが、検索をやるんですよ。そうすると、そ

ういう人が美術館という言葉で検索したときに、あっ、ここで何をやっているというのが

わかればいいかなというのがあると思いますので。 

○千葉市教育振興財団  その効果の大きさは、やはり感じていまして、今年度も、ちょ

っと若沖とか、一村とかほど、人が入らない展覧会でも、そこで盛り上がって、何か意外

とよかったみたいな感じで情報が広がっていって。本当に意外に大きな効果があることが

最近実感されています。 

○部会長  恐らくね、これ結構お金かかるじゃないですか。新しい世代の人はインター
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ネットでみんな調べてくる可能性があるんですね。美術館なんか全部出てきますからね。

僕もそれで、登録してありますから。うちの娘なんかは、職業を選ぶときに、ハローワー

クなんか絶対行かない、インターネットで全部やる。だから、明らかにもう時代が変わっ

てきて、そっちの部分が多くなったから、印刷したものもすごくきれいですばらしいんで

すが、ツイッターとか何かそういうものでの宣伝も要るのかなと。恐らく、将来は、これ

えらく、印刷費でお金かかっているから、尐しずつ減らしたほうがいいんじゃないかなと。 

○千葉市教育振興財団  逆転してくると思います。今回、一村とか若沖やりましたけど、

まだまだアナログ人間の年代の方が多くて、実は比較してみると、ホームページにかなり

の情報を載せさせていただいているんですが、見ればわかるものなんですけども、今回も

一村展で非常に多くの方に来ていただいたときに、朝９時から夕方１６時まで、もう本当

に電話は鳴りっ放しでした。それで、一番多いのは、やはり千葉駅からどうやっていくん

だという道案内でしたので、その辺のところは、ツイッターとか、ホームページで見て。

今、千葉市美術館は YouTube で中の動画で見られるようなところまで、どんどん進めてい

ますので、我々としても、常にもうこのアナログの時代と、目で、ＩＴで見る時代の、ど

こでどうしていくかというのは、完全に比重は変えていますけれども、まだまだアナログ

の方がいっぱいいらっしゃいます。 

○部会長  今、スマートフォンが普及してきた。あれはたしかホームページを見られる

んですよね。だから、かなりハード的には見られる範囲があるから、女性もそういうのを

持っている人がすごく増えるんじゃないかと。その辺はあるのかなという。 

○千葉市教育振興財団  そうですね。やはり最近は、今まで古美術系の展覧会って、中

高年齢層がほとんどだったんですけれども、何か、江戸時代の芸術にも若い人が入ってく

るようになりましたね。だから、やはりホームページとか、そういうブログとかで情報を

確かめて、いいのをやっているらしいということを確信してきている人がいるような気が

します。 

○部会長  今度、江戸絵画やりますよね。案外こういうものは中高生とか、知っていれ

ば来る可能性ありますよ、意外と。だから、そういう意味では、年寄り向けということで

はなくて、若い人にもやれば。だって、これ見れば、明らかに、今の若い人の目で見ても

格好いいのではないのかなというような気がします。 

○委員  さっき駐車場のところで言ったんですけど、例えば見てくれたら、おたくの駐

車場で半額にしてくれる、美術館のお客を全部そっちへ回しますよとか。何かそういう一

つ一つやらないと。さっき、チラシの話が出たんだけど、全国へ送っていますといったっ

て、出してくれているかくれないかわからないようなところへ金と暇をかけて送るのは、

これはむだなことだというんですよ。回って、やってくれるかどうか頼まなきゃいけない

し、やってくれないというなら、もう送らない、そうすればコストが下がるんで。非常に

意地悪なことを言いますけども、やはり、年間１０何億の税金使っているわけですから、

それをやった効果を出すように努力する必要があるというふうに私は思うんですよ。 

○千葉市教育振興財団  一忚、新しい展覧会。まさにお示しいただいた「ギッターコレ

クション展」も、地元の商店街には全部ポスターを張っていただくように、お願いしてい

るんです。それで、前回のときに、まさに先ほど申し上げましたように、一村で美術館効

果があるんだということを本当に商店街の皆さんが感じていただきましたので、これが機
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会だと、私たちも思っていますので、まさに今おっしゃられたような、半券持ってきたら、

ポスターを張って、チラシを張って、そこに２割引でも、ソフトドリンクでもつけますよ

といったら、必ずお客が来ますよということに、こちらから今声かけをし始めているので。 

○委員  ぜひ、おやりになった方がいいと思いますよ。 

○千葉市教育振興財団  そうして、商店街の皆さんにも１０万人のお客さんを取り込ん

でもらいたいという強い気持ちもあります。 

○部会長  ちょっと質問しようと思っていたのは、千葉市は当然、千葉市主体でいいん

ですが、僕なんかが気にかかるのは、この近隣、というのは東京側じゃなくて、逆側は美

術館ないですよね。そうすると、ここで今言ったように引っ張れば。そこまでやるかとい

うのもあるんですが、やはりやっていかざるを得ないのかなという。千葉市だけではなく

て、その先の方も。だけど、ここへ引っ張るには、今言った駐車場の話とか、安くしてく

れるとかいろいろなのがあれば、やはり来やすくなるのかなと。そういう意味での、広報

活動もやっているんですよね。 

○千葉市教育振興財団  一村とか若沖などをやりますと、やはり千葉から、まさに千葉

市、房総の方、案外多いんですね。東京に出てしまえばまた別ですけれども、それ以外で

は、千葉市はやはりいいものをやっているということは、皆さんかなり意識をして、本当

にお好きな方は、市原からずっと房総半島の方で、館山とかからも、非常に多くの方が来

ていただいているのは確かです。だから、そういう意味では、期待をしていただいている

ということは、やはり非常に実感をしております。 

○委員  アウトリーチのことが４０ページのところに書いてあるんですけど、ここの具

体例は。千葉大学とかがやっていて、ちょうど今もやられていると。私も近くなんで、情

報来るんですけど。アウトリーチというと、施設の外に出るというだけではなくて、届き

にくい層に届けるという意味合いもあると思うんですね。そういう意味では、大学生はも

ともと届きやすい層ではあるんですけど、そうでない層というのを尐し、どこかで考えて

いただきたいなというのと。それから、そうは言ってもというか、逆の矛盾するようなこ

とを言うんですけど。先ほどの広報のツイッターとかもそうなんですけど、ネット上で、

美術館情報が流通してとか、今まで届いていない層に積極的に届けたり、そのニーズを拾

い上げてくると、美術館の性格そのものが変質していくということがあると思うんですが、

それがいいかどうかという問題が出てきて、私はある意味では保守性を保つということの

意味があるような気もしているので、そういうのをとらえた上でどういうスタンスをとる

かというのを判断していただきたい。 

 ちょっとおもしろかったのは、大学祭で吹奏楽部がゲーム音楽をやると、そのときだけ、

普段吹奏楽に来ないような人たちがばっと来るそうなんですよ。どこから情報を得ている

のか、全然わからないんですけど、それは吹奏楽というものの正統性がある種変質して、

尐しメタ化した状態で受容されるということだと思うんですよ。それが芸術の発展にとっ

ていいのか悪いのかというのは、ちょっと判断できないんですけど、そのあたり。 

○千葉市教育振興財団  そうですね、日々悩むところですけれども。 

○千葉市教育振興財団  最近、美術館が非常に助かっているというのは、千葉市全体で、

当然広報を含め、それからトップリーダーを含め、非常に美術館を千葉市の大きな一つの、

ある部分の文化の指標として、美術館だけの広報だけではなくて、千葉市の一つのシンボ
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ルとしていろんなところで扱っていただいたり、載せていただいたり、語っていただいた

りしていただいているので、これはほかのところの市から見たら、どこへ行って、いろん

な会議なんかに出ても、そういう点では、非常に皆さんにうらやましがられているという

ところもあって。そういう点では、ちょうど今年が１５周年だったんですけれども、そう

いう意味で、企画的にお客様にも満足していただけるようなものを、ちょうどタイミング

よくやったり。なおかつ、千葉市のそういう広報的なもの、それから個人的なリーダーの

方、いろんな形の中で、千葉市の美術館の若沖が何人入ったとか、そういうことを幅広く

書いていただいていることは非常にありがたいことなので、その幅をもうちょっと広げて。

やはり、いろんな地域の方たちが、先ほどから話に出ている、地元の商店街とか、そうい

うところの経済効果までに持っていくように、何とか、同じ目線で積極的にですね。やは

り１０万人の人が行ったら、必ず帰ってくるんですという気持ちで、話し合いを進めてい

って、お互いにいい知恵を出し合っていけたらいいなと。美術館をうまく使ってほしいな

という感じがします。 

○部会長  文化だけではなく、経済効果もあるんだと、そういう意味で貴重なものがあ

るから。かなりいろんな厳しいご質問をさせていただきましたけど、恐らく、皆さん期待

していると思います。 

○千葉市教育振興財団  本当に、全国中から毎年１０万人の人が来ている、その方たち

が帰る、これを逃す手はないですねという感じがします。 

○部会長  それでは、ちょっと長かったんですが、ヒアリングをこれで終わります。あ

りがとうございました。 

 

（財団法人千葉市教育振興財団 退室） 

 

○部会長  それでは、意見交換に移ります。 

 ただいまの指定管理予定候補者の提案等について、ご意見がありましたらということで。

今までのご意見をまとめましたので、不足している部分か何かご意見ということで、まず、

割引券の発行など、地元の商店街、駐車場との連携を考えてください。積極的に行ってく

ださい。 

 それと、団体は２０人でも厳しいんではないかという意見がありましたので、１５人と

か、もう尐し尐なく。これも先ほどの質問で、団体で減収というのもあるんですが、より

それなら来るよという部分があって、意外と、僕はプラスになるかもしれないと、これも

尐なくすれば、結構連れてこられるんじゃないかという、マイナス効果ばっかりではない、

いわゆる団体割引のね。 

 それで、３番目が、高校生とか、大学生という区分ではなく、１８歳未満とかという区

分で検討していただきたい。今言ったようなことを考えると、もう確かに１８歳以下です

ね。そういうほうがいいのかなという気がします。大体高校生は高所得者とは言わないけ

ど、より所得のある人たちを考えたらば。 

 それと、友の会のとか、グッズ販売の目的を明確にして、赤字でもいいという理由はあ

るのか。必要であれば黒字にするという、その辺のきちっとした検討をしていただきたい

と。 
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○委員  ちょっと、この表の意味がよくわからないですよね。 

○部会長  友の会とか、グッズをきちっと区分経理をしていないのかもしれないので。

こういうのをつくるために、費用を取り分けたからこうなってしまったのかなと。そうい

う部分もあるので、会計的な検討も要るかもしれない。 

 次が、広報活動にインターネットの活用ということで。我々がよくやる、インターネッ

トにすることによって、今まで来なかった人たちが対象になる、それはいろいろと問題も

あるんですが、今後そういう検討も要るのかなと。 

 その結果、アウトリーチの届きにくい層というんですかね。いわゆる旧来型の広報だけ

じゃいけないという意味での、そういう検討。ニートとかに、いろんな施策をしても、従

来の方法では届かないと。実はニートというのは、すごく狭い世界で、そういう部分に入

らなきゃいけないというか。いろいろと、工夫は将来要るなという。 

 皆さんの今の質問ではこのあたりかなという気がするんですが。あとは、そうですね、

ちょっと言い忘れたのは、今ちょっと出たポスター等の配布って、効果あるかどうか。結

構、これ１枚、かなり高いんですよね。印刷すると、紙もいいのを使っているでしょう。

だから、やはりいろいろと考えないといけないかなと。そういうことも検討しながら。 

○委員  それ入れといてくださいよ。高いやつを、ただ１００部ずつ送っているからっ

て言ったって、出してくれないところに送ったって、意味ないですから。ちゃんと確認し

て、出さないところには出さないと。 

○部会長  張ってあるところもあるからね。配布しなくても、僕らも張ってあると、見

て、ここへ行こうかなというのがあるから。必ずしも、持っていくのだけでなくてもいい

んですよね。だから、２０、３０部ではなくて、１枚貼っておけばいい、その辺の、どう

やってくれるかという。 

○委員  コストに相当影響しますよ。 

○部会長  以上でいいでしょうか。 

○委員  ちょっと確認なんですが、最初の割引というのは、周辺の事業者さんに働きか

けてということですか。美術館見た方は、こういうメリットがありますよということの形

をと。 

○委員  今言った割引というのは、入場料の、観覧料の割引ではない。 

○部会長  逆もありますよね。例えば、駐車場を使った人だったらば、それを見せてく

れたらば、引いてくれるよというのもあり得ると思うんです。だから、あそこで２，００

０円以上の飲食のあれを見せればと、踏み込むとそういうところもあり得ると思うんです

ね。意外と、今、呼ぶために、かなりそういういろんな相互のあれをやっているから、も

うちょっと、今までより考えたほうが。ただ、ここで言ったのは、入場したのを見せれば、

駐車場を安くしてくれるとか、そういう。逆もあり得るとは思いますけど、その中から、

踏み込んでいくのはある。 

○委員  駐車料金なんかはね、美術館のほうで行って、やればいいんですから。これは

できると思います。 

○文化振興課長  今の件に関しまして。提案書には、そこまで見えてこなかったので、

今後、先々、いろんな有効な方法を考える上で、教育振興財団がそういう見解を持ってい

るということが我々もわかりましたので、手法として、今、部会長さんのおっしゃったと
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おり、料金を下げるという方法と、半券を持っていって、駐車料金を下げるという方法と、

両方ありますから、いろんな手法を検討しながら、どちらがいいのか、あるいは両方使う

のも含めて、今議題に上ったところは、今後、提案書以外のところで検討できることにな

りましたので、逆に感謝しております。ありがとうございました。 

○委員  とりあえず中央の駐車場からディスカウントしていけば。歩いて５分ですので

ね。 

○文化振興課長  そうですね。 

○委員  知りたかったんですけどね、区役所の下の駐車場はただなんですか。 

○文化振興課長  無料です。 

○委員  それで来た人が、急に行って、お金がかかりますとかいうと、びっくりするか

ら、やはり何か割引しないといけないなと思うんですよね。 

○文化振興課長  我々も、元々の発想はそうですね。空いていれば無料で停められたの

に、何でわざわざ有料のところに行って停めさせるんだというのも出てきますので。であ

れば、逆に駐車券を持ってきたら、１００円引きますよとか。そういう提案も、今後先々

ありかなというところで、今の提案は提案として尊重するんですが、今後我々もそういう

踏み込んだ提案を求める上で、委員さん方から、今いろんな質問という形で言っていただ

いたので、それも含めてできるかなと。 

そうすると、今度は中央区役所の駐車場の位置づけも、今後いろいろ変わっていくと思

うんですね。今のままだとは言えませんので。そのときに、あくまで区役所だけだと、仮

になったときに、美術館の入場者をどういうふうにするのかというところでも、検討でき

るかなと思いましたので。ありがとうございました。 

○部会長  それでは、提案書及び、いろんな質問等の回答からしますと、千葉市教育振

興財団の提案内容は、管理運営の基準を十分に満たしているものと判断してよろしいでし

ょうか。 

 

（異議なし） 

 

○部会長  それでは、今言った意見は、先ほどの所管課からも言われましたが、千葉市

教育振興財団に伝えていただいて。具体的には、これはそのままというよりは、いろんな

意見等があるので、詰めていただきたいということで、お願いしていただければ、より進

展するかなと。事前協議において事業計画に十分反映させていただければと思います。 

○文化振興課長  １点だけよろしいでしょうか。 

 先ほど、料金区分のところで、高校生ではなくて、年齢表記というお話しをいただいた

んですけど。現在、条例上、大学生・高校生という区分で、設けてありますので、多分、

他の有料施設についても同様だと思いますので、オール千葉市の部分がありますので、今

後、そういったご意見をいただいたということで、それをすぐに反映するということでは

なくて、今後研究するという位置づけでよろしいでしょうか。 

○委員  条例に反する訳にはいかないんだから。 

○委員  では、学割的な要素は、もうなしにしますかね。 

○委員  流れはそうですよね。 
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○部会長  それでは、千葉市教育振興財団の提案内容は、管理運営の基準を十分に満た

したものであり、千葉市教育振興財団は、千葉市美術館の管理を適切かつ確実に行うこと

ができるものと判断いたしました。 

 以上で、千葉市美術館に関わる審査を終了したいと思います。 

 よろしければ、次の議事に移ります。 

 次の議事については、非公開となるんですが、傍聴人はいませんから、このまま進ませ

ていただきます。 

 最後の議題となりますが、今後の予定について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  今後の予定についてですが、お手元のファイルの資料８を、お手数ですがご

覧いただけますでしょうか。 

 先日の１１月２２日、それと本日、この市民・文化部会において決定していただきまし

た中央コミュニティセンター、路外駐車場、文化施設等、市民ギャラリー・いなげ及び美

術館の各施設に係る指定管理予定候補者の選定の結果につきましては、前回の部会でご報

告させていただきましたとおり、７月の市民局指定管理者選定評価委員会の議決事項、こ

ちらに基づきまして、委員会の選定結果となります。 

 この後、この選定結果を部会長さんから委員会の会長さんにご報告いただき、その後、

会長さんから市長あてに委員会としての答申をしていただくという流れになります。 

 この委員会の答申を受けまして、市といたしまして、市長決裁によって指定管理予定候

補者を最終的に決定することとなります。 

 決定は、１２月上旪の予定となっております。 

 指定管理予定候補者決定の後は、全忚募者に通知をするとともに、第１順位の者と仮協

定締結に向けた協議を開始してまいります。この協議の際には、今回の部会で委員さん方

にいただきましたご意見を十分反映させてまいりたいと考えております。 

 その後、１月に仮協定を締結いたしまして、現指定管理者との引き継ぎを開始するとと

もに、１月の下旪に市のホームページに選定結果と選定経過を公表させていただくことに

なります。 

 なお、公表の際には、委員会及び部会の会議録をあわせて掲載することとなります。 

 その後、２月に開催予定の第１回千葉市議会定例会に、指定管理者の指定に係る議案を

提出し、議決をいただきました後、３月に本協定を締結、４月から新指定管理者での管理

運営を開始することとなります。 

 なお、予定候補者の決定、市ホームページでの公表、議会への議案提出等に当たりまし

ては、委員の皆様にご報告をさせていただきたいと思います。 

 また、今回の部会の会議録につきましては、来月、委員の皆様にご確認をお願いしたい

と考えておりますので、お手数ですが、またよろしくお願いいたします。 

○部会長  ただいまの事務局の説明について、何かご質問等ありますか。 

 いいですか。一つは、今期の分は、私どもはもうこれで次はないんですか。３月までこ

ういう会議はないんですか。 

○事務局  選定はございません。来年度、評価をお願いすることになります。 

○部会長  それで、来年度は、１年間の評価をいつごろやるんですか。来年度はないん

でしたっけ。 



 

 ―７９― 

○事務局  来年度は一部ございます。新しく変わったところについてはないんですが、

今回、２３年度から変わらない施設がございますので、その分と。あと、今年度、選定し

た分につきましても、同じ団体が引き続きやるものについては、評価をお願いするという

ようなことで、市のほうでは一忚整理して。 

○委員  ２２年度の分をやる。 

○事務局  その辺はまた、市全体のほうで方針を決定いたしますので、またお伝えしま

すけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○部会長  もう一つ考えられるのが、まあ、ないとは思うけど、ほかの委員会なんかで

も、マスコミ等、あるいは市民から直接我々に電話がかかってくる可能性があると思うん

ですが、これはすべて所管課のほうにお問い合わせくださいというふうに。あった場合は。 

○事務局  そうですね。そういった場合には、こちらの事務局のほうに言っていただけ

ればと思います。 

 先ほど申し上げましたとおり、１月の下旪までは市のほうで。公表もいたしませんので。

その対忚のほうも、こちらのほうでさせていただきたいと思います。 

○委員  公表した後は。 

○部会長  おまえの意見おかしいではないかとか。 

○委員  なぜこうなったのとか。 

○部会長  それについても一切答えられないはずなんですね。 

○委員  こういう議論の結果こうだった、という余地はないですよね。 

○部会長  どう答えていいのか。 

○委員  内容は非公開だから、答えようがないですね。どうしてこうなったのというの

は。 

○事務局  事務局のほうで対忚させていただきますので、もし連絡等がありましたら、

こちらのほうにいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○部会長  ほかに何か。なければ、以上をもちまして、すべての今日の議題は終わりま

したので、終了させていただきます。 

 長い間、ご協力ありがとうございました。２日間丸々でしたので。 

 それでは、事務局のほうにお返しします。 

○司会  どうも皆様お疲れさまでした。 

 長時間にわたる審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第４回市民・

文化部会を閉会いたします。 

 委員の皆様におかれましては、７月の第１回から何度もお忙しい中、ご出席いただくと

ともに、慎重なるご審議をいただき、まことにありがとうございました。おかげさまで、

平成２３年度からの市民局所管施設の選定を終えることができました。 

 次年度以降も、指定管理者への評価等で、引き続きお世話になることと存じますが、ど

うか今後ともお力添えのほどをよろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 

 

 


