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平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回中央区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月１０日（火）午前９時３０分～午前１１時００分 

２ 場所：千葉市中央区蘇我コミュニティセンター行政室 

３ 出席者 

（１） 委員 

横山清亮委員（部会長）、木頭信男委員（副部会長）、淡路睦委員、伊藤雪代委員、

武井雅光委員 

（２） 事務局 

花島中央区長、小早川中央区地域振興課長、斉藤地域振興課長補佐、山本振興係長、

志村副主査 

４ 議題 

（１）第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

（２）部会長及び副部会長の選出について 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項について 

（４）今後の審議予定について 

５ 議事の概要 

（１）第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

（２）部会長及び副部会長の選出について 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項について 

（４）今後の審議予定について 

６ 会議経過 

○事務局  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１回中央区役所部会」を開会いたします。 

 申し遅れましたが、私は本日の司会を務めさせていただきます中央区地域振興課課長補

佐の斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会議に入る前に、委嘱状が交付されております。大変ご無礼とは存じますが、委嘱状の

交付につきましては、お時間の都合上、割愛させていただき、既にご自席に配付させてい

ただいておりますことを何とぞご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 本日の会議でございますが、千葉市情報公開条例第２５条に基づき、公開されておりま

す。 

 また、議事録作成を行うことから、本会議を録音させていただきますことご了承をお願

いいたします。 

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

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

で、ご了承ください。 

 それでは、開会に当たりまして、花島中央区長からごあいさつを申しあげます。 
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○中央区長  おはようございます。中央区長の花島でございます。 

 本日は、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回中央区役所部会にご出席をいた

だきまして、ありがとうございます。また、このたびは、指定管理者選定評価委員会の委

員及び臨時委員へのご就任をご快諾いただきましたこと、厚くお礼申しあげます。 

 ご案内のとおり、指定管理者の選定に当たりましては、以前は行政側が中心に選考して

いたわけでございますが、本年３月、指定管理者の選定等に関する条例を制定しまして、

やはり透明性をより高めようということで、委員会を設置させていただいて、委員の方々

による選考をお願いしたところでございます。 

 この委員会の中で、きょうは部会長、副部会長の選出や今後の審議の方向等についてご

審議いただくわけでございますけれども、審議に入りますと、委員の皆様方には短期間で

のご審議、採点等をお願いするわけでございます。非常にご迷惑、お手数をかけいたしま

すが、豊富なご経験と高いご見識により、次期指定管理者予定候補者の選考をいただきま

すようお願い申しあげまして、ご挨拶とさせていただきます。 

○事務局  続きまして、委員紹介に入らせていただきます。 

 本日は、指定管理者選定評価委員会を設置し、１回目の中央区役所部会でございますの

で、ご就任いただきました委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 それでは、皆様、お手元の資料１、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会中央区役所

部会委員名簿」をご覧ください。名簿の順にご紹介させていただきます。 

 最初に、常任委員からご紹介いたします。 

 公認会計士でいらっしゃいます木頭信男委員でございます。 

○委員  木頭です。 

○事務局  次に、弁護士でいらっしゃいます横山清亮委員でございます。 

○委員  横山です。よろしくお願いいたします。 

○事務局  次に、臨時委員のご紹介をいたします。 

 ちばぎん総合研究所主任研究員でいらっしゃいます淡路睦委員でございます。 

○委員  ちばぎん総合研究所の淡路と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局  次に、中央区公民館運営審議会副委員長でいらっしゃいます伊藤雪代委員で

ございます。 

○委員  伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局  次に、中央区町内自治会連絡協議会理事でいらっしゃいます武井雅光委員で

ございます。 

○委員  よろしくお願いします。 

○司会  以上、５名の皆様でございます。 

 続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 中央区長の花島でございます。 

○中央区長  花島でございます。よろしくお願いします。 

○事務局  地域振興課長の小早川でございます。 

○中央区地域振興課長  小早川でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局  振興係長の山本でございます。 

○振興係長  山本です。よろしくお願いします。 
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○事務局  同じく振興係副主査の志村でございます。 

○振興係副主査  志村です。よろしくお願いします。 

○事務局  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 配付資料は、本日お配りしました席次表と、先日郵送させていただきました資料フラッ

トファイルの１枚目の次第表、資料１、「千葉市市民局指定管理者選定委員会中央区役所部

会委員名簿」、資料２、「指定管理予定候補者選定の流れ」、「資料３－１、会議の公開及び

議事録の作成等について」、資料３－２、「部会の設置について」、資料３－３、「臨時委員

の任期について」、資料４－１、「施設概要」、「千葉市コミュニティセンター設置管理条例、

同施行規則」、資料４－２、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者評価シー

ト」、資料４－３、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者運営状況確認表」、

資料５－１、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者募集要項（案）」、資料５

－２、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター管理運営の基準（案）」、資料５－３、「提

案様式（案）」資料５－４、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター第２次審査の選定基

準等（案）」資料５－５、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの管理に関する基本協

定書（案）」。資料６、「千葉市の公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」。以上

でございます。 

 皆さんのところにはおそろいでしょうか。不足等がございましたら、お知らせいただき

たいと思います。 

 

（資料確認） 

 

○事務局  続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日の出席委員は、５名全員が出席しておりますので、千葉市公の施設に係る指定管理

者の選定等に関する条例第１０条第２項に基づき、会議は成立しております。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 なお、部会長が決定するまでの間、花島中央区長が仮議長を務めさせていただきたいと

存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○事務局  それでは、花島中央区長、議事進行をお願いします。 

○仮議長  それでは、ご承認いただきましたので、仮議長として議事の進行に務めさせ

ていただきます。 

 まず、議題に入ります前に、本会に係る概要と指定管理予定候補者選定の流れについて、

事務局からご説明いたします。 

○事務局  地域振興課長の小早川でございます。 

 まず、本会の概要でございますが、指定管理者制度につきましては、平成１５年の地方

自治法改正により、公の施設の管理に関し、従来、公共団体等に委託先が限定されていた

施設の管理運営等について、民間事業者等も含めた幅広い団体に委ねることを可能とした
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ものでございます。それによりまして、多様化する住民ニーズに対して、より効果的・効

率的に対応するために、公の施設の管理に、民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向

上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としております。 

 千葉市におきましては、平成１７年度のアイススケート場を皮切りに、平成１８年度か

ら既存の公の施設につきまして、一斉に５年間の指定期間ということで指定管理者制度を

導入いたしました。その後、新たに設置されました施設につきましても、随時指定管理者

制度を導入しております。 

 また、本年３月に「指定管理者の選定に関する条例」を定めまして、その中で本委員会

も位置付けられていたところでございます。 

 平成１８年度に導入しました施設につきましては、平成２３年３月末をもちまして期間

満了となります。それによりまして、今年度、募集等を行うこととなります。 

 その中でも、市民局の公の施設２０施設について、次期指定管理者予定候補者の選定が

必要となりますので、選定等について、委員の皆様にお願いするものでございます。 

なお、市民局は対象となる施設数が多く、各区役所が管理するコミュニティセンター等

もございますことから、部会を設けて、各部会に分かれて審議をしていただくことが先日

の第１回選定評価委員会で決定しております。 

 続きまして、「資料２、指定管理予定候補者選定の流れ」をご覧ください。 

 まず、７月１６日に開催しました「第１回指定管理者選定評価委員会」におきまして、

「会長・副会長」、「部会の設置」、「臨時委員の任期」等を決定いたしました。その内容に

ついて、後ほどご報告いたします。 

 次に、表の２番目の本日の「中央区役所部会」でございますが、「募集要項」、「管理運営

基準」等の案につきまして、ご意見をいただきました後に施設見学していただく予定にな

ります。 

 今後の予定でございますが、９月２７日に「指定管理予定候補者の募集」を開始いたし

まして、その後、１１月１日から５日にかけまして申請書を受け付けし、１次審査の結果

を１１月１２日に通知する予定でございます。 

 「第２回中央区役所部会」は、１１月２４日の水曜日に行いまして、提案書の説明、ヒ

アリング、採点等を行い、第１指定管理者予定候補者の選定をしていただくという予定で

ございます。 

 委員の皆様の今年度の会議は以上となります。 

 その後、平成２３年１月上旪に「第１指定管理候補予定者と仮協定」を締結しまして、

引き継ぎ等を開始します。２月に入りまして第１回千葉市議会定例会に指定議案を上程、

お諮りしまして、議決後に、基本協定を締結いたします。 

 以上でございます。 

○仮議長  資料２、「指定管理者予定候補者選定の流れ」については、説明のとおりでご

ざいます。 

それでは、議題に入らせていただきます。 

 まず、議題１の「第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項」に

ついて、事務局から説明を願います。 

○事務局  それでは７月１６日に開催されました「第１回市民局指定管理者選定評価委
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員会」におきまして、資料３－１「会議の公開及び議事録の作成について」、資料３－２「部

会の設置について」、資料３－３「臨時委員の任期について」までの内容が決定されました

のでご報告いたします。 

 まず、資料３－１、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の

作成について」をご覧ください。 

 はじめに、「１、会議の公開の取り扱い」についてでございますが、指定管理者選定評価

委員会の会議につきましては、公開を基本としております。しかし、募集条件、審査基準

及び指定管理予定候補者の選定に関する事項を審議する会議につきましては、非公開とす

るものでございます。 

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

一部を非公開とする旨の決定につきましては、会長が行うというものでございます。 

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

の案に対する会長の承認により確定するものとすること。また、その承認は会長の署名に

より行うものとすること。 

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

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

規定するものでございます。 

 それでは、続きまして「資料３－２、部会の設置」について、をご覧ください。 

 先ほど申しましたように、市民局の２０施設ございますので、この選定を５人の委員で

行うことは非常に困難であるということから、部会を設けて、選定していくことといたし

まして、中央区役所部会につきましては、委員会の所掌事務のうち、中央区役所が所管す

る施設に係るものに関する事項の審議に関すること。また、部会の議決をもって委員会の

議決とするものでございます。 

 続きまして、資料３－３、「臨時委員の任期」について、をご覧ください。 

 臨時委員を置く場合の任期を２年としております。ただし、委員の任期を超えることが

できない旨を定めたものでございます。 

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

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

２４年７月１５日とするものでございます。 

 以上でございます。 

○仮議長  それでは、ただいまの事務局の説明について、何かご質問等ございますでし

ょうか。 

 

（な  し） 

 

○仮議長  それでは、議題２、「部会長及び副部会長の選出」を行いたいと思います。 

 部会長の役割といたしましては、本部会の議長を務めていただくほか、部会の招集、議

事録の承認、部会での議決事項を選定評価委員会の会長に報告する等、部会の事務を掌理

していただきます。 

 また、副部会長におきましては、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職
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務を代理していただく役割でございます。 

 それではまず、部会長の選出を行いたいと思います。「千葉市公の施設に係る指定管理者

の選定等に関する条例」第１１条第４項に基づき、互選により選出したいと思います。ど

なたか立候補または推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員  中央区部会は横山委員を部会長に推薦します。 

○仮議長  ただいま、横山委員を部会長にとのご推薦をいただきました。他にご意見が

なければ横山委員を部会長に決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、横山委員を部会長にということで決定させていただきます。 

 次に副部会長の選出を行いたいと思います。どなたか立候補又は推薦される方はいらっ

しゃいますか。 

○委員  副部会長は私がやらさせていただきます。 

○仮議長  ただいま、木頭委員が副部会長にとのお話しがございました。いかがでしょ

うか。他にご意見がないようでしたら木頭委員を副部会長に決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会中央区役所部会の部会長

に横山委員、副部会長に木頭委員が決定いたしました。 

部会長、副部会長からご挨拶をいただきたいと思います。はじめに、部会長さんにお願い

いたします。 

○部会長  部会長に選任されました横山と申します。よろしくお願いします。 

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

○副部会長  木頭でございます。よろしくお願いします。 

○仮議長  どうもありがとうございました。 

 それでは、仮議長を務めさせていただきましたが、部会長、副部会長が選任されました

ので、議長を横山部会長に交代したいと思います。部会長には部会長席に移動していただ

き、議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員 部会長席へ移動） 

 

○議長  次第に従い、議事を進行してまいります。ご協力をお願いします。まず、議題

３、「募集要件、審査配点等」に関する事項についてですが、この議題は非公開の案件とな

ると思うのですが、これはいかがでしょうか。 

○事務局  はい。先ほど説明いたしました資料３－１は募集条件等に関する事項の審議

に当たり、非公開に該当しております。 

○議長  それでは、議題３については、非公開といたします。 

 傍聴人はいらっしゃらないですね。形の上では非公開ということです。 
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 それでは、議題３につきまして、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局  それでは、資料４－１、「施設概要」をご説明いたします。 

２ページをお願いいたします。 

 管理施設の蘇我コミュニティセンターの概要でございます。所在地は、ＪＲ蘇我駅から

徒歩５分の中央区今井１丁目に位置しております。 

 敷地面積ですが、５，２３１平方メートル、鉄筋コンクリート４階建て延べ床面積が約

２，５５０平方メートルとなっております。 

 開所につきましては、昭和５４年４月の開所でございます。 

 １階の「行政室」入り口付近に中央区役所蘇我駅前連絡所が併設された複合施設でござ

います。 

 昨年度の利用者数につきましては、１８８，３２６人でございます。 

 資料の５ページ以降に「千葉市コミュニティセンター設置管理条例」、また１７ページ以

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

ります。 

 続きまして、４－２「指定管理者評価シート」でございますが、蘇我コミュニティセン

ターの管理運営の状況や提案内容の達成状況等を記載した資料と、また資料４－３「指定

管理者運営状況確認表」を参考として添付しておりますので、ご確認をお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

 続きまして、資料５－１、「指定管理者募集要項（案）」についてご説明いたします。 

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

格が定めてあります。そのうち、主な点についてご説明いたします。 

まず、２ページをご覧ください。 

 １に、指定管理者募集の趣旨を定めています。具体的には、指定管理者制度導入の経緯

等が記されています。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 ３の公募の概要でございますが、管理対象施設、指定期間、業務の内容、選定の手順に

ついて定めたもので、記載のとおりでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 ４の管理対象施設の概要についてでございますが、「地域コミュニティにおける活動と連

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

ます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

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

保守管理、清掃、警備等の維持管理業務、事業計画書、事業報告書、事業評価等の経営管

理業務、また、設置目的や住民ニーズを反映した主催事業をはじめとした自主事業につい

て定めております。 

 また、６の市の施策等との関係についてですが、市に代わって公の施設を管理する者と

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

協力、市内産業の振興、市内雇用等への配慮、男女共同参画社会の推進や環境への配慮、
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災害時対応などについて定めております。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

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

て定めたもので、このうち（１）の「募集要項等に関する説明会」につきましては、説明

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

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

ます。 

 次に、応募に関する事項については、省略をさせていただきまして、１３ページをお願

いいたします。 

 ９の経理に関する事項をご覧ください。 

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

ち、今回導入したものとして、次ページの１４ページの（４）利益等の還元がございます。

指定管理者は、利用料金収入、指定管理委託料及び自主事業による収入が管理経費を大き

く上回り、大幅な利益が見込まれる場合に、その利益の一部を市に還元することを定めた

もので、大幅な利益の額の還元方策等につきましては、応募者からの提案によるものとし

ております。 

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

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

としております。 

 募集要項につきましては、以上でございます。 

 続きまして、資料の５－２「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 この「管理運営の基準」につきましては、管理業務を指定管理者に任せるうえで、市の

公の施設として管理運営するための最低限の基準を定めたものです。 

 まず、２ページをご覧ください。 

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

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

につきまして示したもので、「コミュニティ活動の場と機会の提供」や、「情報、相談、交

流事業の実施」等について定めたものでございます。 

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

に利用していただくために、基本要件として「利用者サービスの向上や利用率の向上及び

施設の有効活用に努める」ことについて明示するとともに、「利用時間や職員の配置、使用

許可、施設の使用受け付け、避難所の対応等」を定めたものでございます。 

 なお、「行政室」、「ゲートボール場」というのがありますが、こちらの利用、貸出基準に

つきましても定めていくことになりますので、後ほどご説明いたします。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

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

センターの運営の在り方等につきまして、利用者や地域の代表の方から意見をいただくた

めに設置することとしたものでございます。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

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



 

 ―９― 

ては、市が指定する管理仕様書に従うほか、関係法令、市の基準等に従うこととして、本

施設のみならず、本施設周辺環境の維持向上に努めることについて定めたものでございま

して、具体的な管理の仕様等につきましては、説明会で説明及び参考資料等も配付するこ

ととしております。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 ４の「経営管理業務基準」でございますが、事業計画書及び事業報告書の作成や施設維

持管理業務の実施計画、経営管理業務や事業評価、また毎年度の基本協定及び次年度事業

計画書（案）等に基づきまして、市と次年度の年度協定を締結することなどにつきまして

定めたものでございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。 

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

賠償等つきまして定めたものでございます。 

 次に、１２ページの６、「自主事業」でございますが、指定管理者が自主事業として、施

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

ついて定めたものでございます。 

 最後に、１３ページの７、「留意事項」でございますが、施設の運営や管理に係ること、

また、モニタリングや法令遵守等の諸事項について定めたものでございます。 

 続きまして、基本協定書についてご説明いたします。 

 資料５－３、「指定管理者の指定申請書類の様式集」について、資料５－３の１ページを

お願いいたします。 

 この様式集につきましては、指定管理者の指定申請書提出に当たり、必要な様式を定め

たもので、１の指定申請書関係につきましては、枠の左の番号１の指定管理者指定申請書

から１５の誓約書まででございます。２の提案書関係につきましては、提案書様式第１号

から第３６号を提案書一式として必ず提出する書類としております。 

 その他といたしましては、１の説明会参加希望届から４の応募辞退届までの４様式を定

めております。 

 この様式集は、９月２７日の応募開始時に市ホームページにおきまして公開する予定と

なっております。 

 続きまして、審査の基準についてご説明いたします。 

 資料５－４、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの第２次審査選定基準等（案）」

でございます。 

 先ほどご説明いたしました募集要項１５ページの（２）第２次審査の審査項目に審査の

視点等を加え、より詳細に定めたものでございます。 

 １１月２４日に予定しています第２回の部会におきまして採点を行っていただく際に使

用するものとなります。 

 一つの審査項目につきましては、基本的に５点を配点いたしまして、特に重要と考える

項目につきましては、倍の１０点という設定になっております。 

 配点を１０点としたものについてですが、まず、審査項目一覧表の上から（１）管理運

営の基本的な考え方、（４）モニタリングの考え方、サービスの向上の（１）利用者サービ

スの向上、（２）利用者支援、次のページの（１）利用促進、（３）施設管理の執行体制、
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管理経費の縮減の（１）収入支出見積の妥当性、（２）管理経費の低廉化となっております。 

 評価の方法につきましてですが、審査項目表の上部に書いておりますが、５段階の絶対

評価となっておりまして、配点は５点の項目につきましては、３を普通といたしまして、

優れていれば４点、非常に優れていれば５点、逆に劣っていれば２点、非常に劣っていれ

ば１点。また、配点が１０点の場合につきましては、６点を普通とし、優れていれば８点、

非常に優れていれば１０点、劣っていれば４点、非常に劣っていれば２点ということで採

点をしていただきまして、合計点数は１５０点満点となっております。 

 先ほど、資料４－２「指定管理者評価シート」と、４－３「指定管理者運営状況確認表」

を参考資料としております。 

 説明は以上でございます。 

 続きまして、資料５－５をお願いいたします。 

 「千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの管理に関する基本協定書（案）」について、

ご説明いたします。 

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

取り交わす、いわゆる契約書に準ずるものでございまして、市と指定管理者の間で委任す

る業務の細目的事項について両者の間で協定書を締結するものでございます。 

 協定書の内容につきましては、公募要項、業務基準書、指定管理者が提出した提案書等

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

となりますが、本日、ご覧いただいているものは、その基本となるものでございます。 

 この協定書の内容につきましては、業務内容など詳細が必要な項目については、協定書

にすべて書き込むものではございません。また別途、仕様書を作成して添付することとな

ります。 

 なお、今回の中央区役所部会の所管で使用する協定書につきましては、指定管理者制度

に係る千葉市の全庁的な所管課であります行政改革推進課の作成したひな形に沿って作成

したものでございます。 

 具体的な構成につきましては、趣旨や協定の意義、定義等を定めた総則、自主事業、管

理業務の範囲、管理の基準等、関係法令等の遵守、情報の公開、許認可等の取得等、人員

の確保、労働者の安全の確保等、緊急時の対応等、事業計画及び事業報告、管理業務の実

施、モニタリング、利用料金及び委託料、指定の取り消し等、損害賠償等で構成されてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問、あるいはご意見、ありますでし

ょうか。 

○委員  はい。 

○委員、お願いします。 

○委員  資料５－３で様式集がございますね。「指定申請書関係」の５、「直近１年分の

貸借対照表」、「直近１年分の損益計算書」、「直近１年分の収支計算書」となっていますが、

公的機関がかかわっていない、このような表については、指定管理者が任意に作成するこ

とが可能なので、できるならば、税務署に提出した法人税の納税申告書の控えを提出して
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いただいたほうが、信憑性が高いものだと思っております。 

 過去の審査で、法人税の申告書を提出していただいたケースはございますか。 

○事務局  法人税の申告書ですね。 

○委員  そうです。法人税の申告の際、損益計算書と貸借対照表と、それから科目仕訳

明細などが提出していますので、まず粉飾することができないものであり、最も信憑性の

高いものと考えています。 

○事務局  ご提案の件につきましては、市民局指定管理者選定評価委員会に報告させて

いただきます。 

○委員  もう１点、過去の事例なんですけれども、指定管理者に選任された業者が大幅

な利益が生じて、市に還付したような実績はありますか。 

○事務局  本市では、平成１７年度にアイススケート場が、指定管理者の第１号でした。

当時、アイススケートブームで、開場以来、来場者が多く、相当の利益があったと聞いて

います。アイススケート場の指定管理期間が８年数カ月であるためブームが下がるという

ことも想定されるということで、今のところまだその還元までに至っていないと思います。

○議長  よろしいでしょうか。 

○委員  はい。もう一点。 

 千葉マリンスタジアムがコミュニティセンターの指定管理者に選定されている割合がか

なり高いようなんですけれども、千葉マリンスタジアムが応募して、選定されなかった実

績はございますか。 

○事務局  中央区の所管する施設は１箇所であり、また、同社が指定管理者となってい

る他の施設は承知しておりますが、全体の応募状況は把握しておりません。 

○委員  前回の応募時において同社に対する援助等の実績はありますか。 

○事務局  配点等に対する考慮、影響はありません。 

○委員  そうでしょうね。今回の選定については、今までの指定管理者としての経験や

実績を重視すると、一番優れた業者であるという認識は多分、市の皆様方にあると思うん

ですね。ですから、そんなに遠慮しないで、大いに、ほかの施設についても手を挙げたら

いいのかなというような感じがします。 

○事務局  前回、指定管理者制度を導入するにあたり業務内容や諸条件等を熟知してい

る団体等が引き続き指定管理者が選定されたケースが多かったかと思います。 

○委員  わかりました。 

○議長  他にございますでしょうか。 

○委員  はい。 

○委員  指定管理者募集要項の案の５ページのところを見ていただきますと、５の指定

管理者が行う業務の範囲の（１）指定管理者の必須業務の範囲で施設業務というものがあ

ります。その中のアの中で施設管理の中に、「市からの事業実施受託業務」ということが書

かれていますが、これ全部読ませてもらったんですけれども、これは具体的にどういうも

のが入ってくるのかが明快にはなっていません。実際に、募集する側の立場になると、ど

ういうものが入ってくるのかなというのが非常に気になるところだろうと思うんですが、

これについては、逆に資料４－２を見ていただきますと、表の中の事業内容というところ

を見ていただきますと、受託事業ということで、それが受託事業と自主事業という形で二



 

 ―１２― 

つに分かれています。この受託事業の内容を見てみますと、本来のこの設立目的という斟

酌的な趣旨については、いろいろ書かれているところがあるんですけれども、それと必ず

しも合致していないのかなというようなものもこの中に含まれていまして、そういうとこ

ろから見れば、極力ここは尐なくしてもらいたいし、やはりどんなものが入るのか、でき

れば明記をすべきだろうと思います。今から間に合わないでできないということであれば、

尐なくとも説明会のときに、実際に市から指定する事業がどんなものがあるのか、明確に

するべきだろうと思います。 

○事務局  今、委員からご意見があったことにつきましては、まず、市からの事業実施

受託業務につきましては、今回は、管理運営基準として４ページにございますコミュニテ

ィまつりの開催ということございます。 

 先ほど、資料４－２の事業の内容の受託事業のうちコミュニティまつり、尐年野球大会、

夏季学習室解放、市内公共施設バス見学会、新春囲碁将棋大会、グラウンドゴルフが受託

事業になります。先ほどもご説明しましたように、指定管理者制度を導入する前とした後

で大きく変わるということは、当時は、できるだけ避けてきたところがあったかと思いま

す。従前のコミュニティセンターで実施していた事業について、引き続き市が指定したも

のでございます。 

 今回、指定管理者の自主性を重視することとしております。ただし、コミュニティセン

ターまつりについては、開館以来、継続している事業であるため受託事業としております。

そのほかについては、指定管理者の自主性に任せていますので、自主事業の中で実施して

いくものがあれば、実施していただきたい。 

 ですから、これを見て、指定管理者に応募する企業、団体が引き続き実施することもあ

りますし、また新たな事業を実施していくということも考えられます。 

 あと、先ほど委員からご指摘がありました募集要項の中の受託業務というのが明確では

ないという点につきましては、今後、施設見学会等において説明していきたいと考えてお

ります。 

 なお、募集要項等は市全体の統一的な仕様に基づいておりますことから具体的に記述し

ていなかったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長  よろしいでしょうか。 

○委員  新たな指定管理者や応募する企業等は、資料の４－２を見て誤解をされる恐れ

があると思うので、要綱等に記載するか若しくは説明会のときに明確に言っておいてもら

いたいと思います。 

○事務局  はい。 

○議長  確認です。コミュニティまつりの件は、資料５－２の４ページということです

よね。 

○事務局  資料５－２の４ページの（７）コミュニティまつりの開催についてです。こ

ちらの管理運営基準の中では受託事業とさせていただいております。それが従前の受託事

業の中で実施していただくものでございます。 

○議長  ここで市が委託しているという趣旨で、資料５－２が書かれているということ

でしょうか。 
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○事務局  はい。最低限の委託するものの基準を定めています。 

○議長  はい。よろしいですか。 

○委員  一応、そこは強調しておきたいと思います。 

○議長  わかりました。では、ご意見ということでよろしいですね。 

○事務局  はい。ご意見としてお受けします。いずれにしましても、コミュニティセン

ターまつり以外は、指定管理者の自主性にまかせたいと思います。 

○委員  はい。 

○議長  委員、お願いします。 

○委員  前回の蘇我コミュニティセンターの募集者数を教えてください。 

○事務局  応募は株式会社が３社です。 

○議長  よろしいですか。 

○委員  はい。 

○議長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

 私から、２点ほど、お尋ねします。他の部会でも聞いておりますが、このコミュニティ

センターの地域性であるとか、施設の特徴について伺いたいのと、それを踏まえて何か例

えば採点の基準であるとか、協定書で標準的なひな形からの変更点があるのかをお尋ねし

ます。 

 追加で申し上げると、利用者数が１８８，０００人と比較的多いと思われます。と言い

ますのは、他の区で見ますと、長沼コミュニティセンターですと８万人ぐらいの利用実績

なので、それからすると倍ぐらい利用されているようで、地域性や、駅からのアクセス等

があろうかと思いますが、そういった地域性等についてお尋ねします。 

○事務局  このコミュニティセンターは立地が駅から近いことや、昭和５４年に開館と

いうことで、コミュニティセンターの先駆け的な形でやっておりまして、そういった地域

に根差したところが利用者の人数になっているのではないかと思います。 

 あと、採点等につきましては、全庁的にある程度統一しておりますので、特に、変更を

しているところはございません。 

○議長  わかりました。 

 他にご質問、ご意見ございますか。 

○委員  はい。 

○議長  委員。どうぞ。 

○委員  今の利用者数の件ですが、行政部門である蘇我駅前連絡所が併設されているの

で、利用者数が１８８，０００人と多いのかと思ったんですが、含まれていますか。 

○事務局  駅前連絡所の利用者は入っておりません。 

○委員  はい。 

○議長  他にご質問、ご意見、ありますでしょうか。 

○委員  はい。 

○議長 どうぞ、委員。 

○委員  資料５－１の５ページの６の市の施設等との関係の（１）で施策の理解という

ところがあるのですが、ここのところが間に合うのであれば１行目の、「施設の維持管理及

び収益事業を実施することを基本といたします。」とありますが、全体の流れと異なること
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が書かれているので、本来、施設の維持管理だけではなくて、管理運営と収益事業という

もの、多分自主事業のことを言われているんだろうと思うんですけど、その辺は言葉とし

ても余り適切ではないように思います。 

○議長  委員のご意見に対して説明をお願いします。 

○事務局  検討します。 

○議長  他にありますでしょうか。 

 

（な  し） 

 

○議長  よろしいでしょうか。そうしましたら、幾つかご意見等がありましたので、募

集要項等に反映させていただきたいと思います。 

 それでは、議題４「今後の審議予定について」に移りたいと思います。 

 先ほど議題３に関して非公開にしておりましたが、議題４に関しましては公開というこ

とでよろしいでしょうか。事務局のご意見お願いします。 

○事務局  はい。議題４は公開でよろしいと思います。 

○議長  それでは議題４は非公開に該当しないということですので、以後の審議は公開

とさせていただきます。 

 傍聴人はいらっしゃらないですかね。 

 では、議題４の今後の審議予定について、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局  今後の審議予定でございますが、先ほどお話しさせていただきましたとおり

応募締切後、１１月２４日水曜日に第２回の中央区役所部会を開催し、第１指定管理者予

定候補者を選定していただくという予定です。 

 第２回の場所は、中央コミュニティセンターの予定で考えておりまして、決まり次第ご

連絡いたしますが、お時間につきましては、いかがいたしましょうか。 

○委員  それは応募者の数によりますね。応募者が多ければ長くなるし、尐なければ短

いですから。 

○事務局  応募状況により決めさせていただきます。 

○議長  何かご意見ありますか。 

 

（な  し） 

 

○議長  では、事務局でお願いします。 

 審議予定のご説明は以上でしょうか。 

○事務局  はい。 

○議長  日程に関して何かご質問、ご意見等がございますか。 

○委員  はい。 

○議長  委員。 

○委員  後でゲートボール場の説明されると言われたのはいつですか。 

○事務局  後ほどご説明させていただきます。 

○委員  ゲートボール場は指定管理者が管理する施設に含まれるのかを、はっきりして
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いくべきだと思います。 

○事務局  この行政室とゲートボール場は条例上の有料の施設ではありませんが、管理

や利用受付等も行っていますので、指定管理者が管理運営する施設として加えたいと思い

ます。 

○議長  ほかに何かございますでしょうか。 

 

（な  し） 

 

○議長  よろしいですね。そうしましたら、次に、施設見学をお願いします。 

○事務局  それでは、施設見学をお願いします。 

 

（施設見学） 

 

○事務局  本日、委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり慎重審議、まことに

ありがとうございました。 

 先ほどもご説明いたしましたが、第２回の中央区部会につきましては、１１月２４日、

時間については、部会長さん等とご相談をさせていただきたいと思います。 

 また、今後、募集期間に各応募者から提案されます提案書につきましては、その都度、

事務局から写しを委員の皆様方にお配りさせていただきたいと思います。 

 その際、ご考察のほど、よろしくお願いいたします。 

 以上を持ちまして、「平成２２年度第１回の中央区部会」を閉会させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、大変ありがとうございました。 

 


