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平成２９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２９年６月２７日（火）１４：００～１５：３５ 

 

２ 場所：千葉市中央区蘇我コミュニティセンター ３階 集会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

淡路 睦委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、伊藤 雪代委員、 

武井 雅光委員、横山 清亮委員 

（２）事務局 

曽我辺中央区長、楢木地域づくり支援室長、村藤主査、荒井主任主事 

 

４ 議題： 

（１）部会長及び副部会長の選出について  

（２）平成２８年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について  

ア 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター  

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

   委員の互選により、淡路委員を部会長に、吉田委員を副部会長に選出した。 

（２）平成２８年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について 

  ア 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター 

 平成２８年度に千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理者の行った施

設の管理に係る年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部

会としての意見を取りまとめ、決定した。 

（３）その他 

議事録の公開について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過： 

○事務局職員  皆さん、こんにちは。 

 定刻となりましたので、ただいまより、平成２９年度千葉市市民局の指定管理者選定評

価委員会第１回中央区役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、地域振興課の村藤と申します。よろ

しくお願いします。 

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

ます。 

 ただし、一部非公開の部分がございますので、あらかじめご承知おき願います。 
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 現在のところ、傍聴人の方は、いらしておりません。 

 まず、委員の皆様のご紹介を５０音順でさせていただきたいと思います。 

 始めに、千葉銀行地方創生部副部長の淡路睦委員でございます。 

 次に、宮崎公民館運営懇談会会長の伊藤雪代委員でございます。 

 次に、中央区町内自治会連絡協議会理事の武井雅光委員でございます。 

 次に、弁護士の横山清亮委員でございます。 

 最後に、公認会計士の吉田恵美委員でございます。 

 続きまして、事務局職員につきまして、ご紹介をさせていただきたいと思います。 

中央区長の曽我辺でございます。 

 地域づくり支援室長の楢木でございます。 

 担当の荒井でございます。 

 以上でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、中央区長の曽我辺からご挨拶を申し上げます。 

○曽我辺中央区長  皆さん、こんにちは。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には、お忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 今回、審議していただきます、この蘇我のコミュニティセンターは、昨年の４月にリニ

ューアルオープンした施設でございます。千葉市では、いわゆるコミュニティセンターな

どにおける公共施設につきましては、効率的利用を図り、不要となった施設については廃

止し、また、継続して使用する施設については、計画的な保全に基づく長寿命化などを図

っております。 

 今回のこの蘇我コミュニティセンターでございますけれども、その一環として施設の統

廃合が進められたものでございます。蘇我の勤労市民プラザを廃止して、リニューアルが

行われ、新たな蘇我コミュニティセンターとしてオープンしたものでございます。 

 今回の選定評価委員会でございますけれど、新たな蘇我コミュニティセンターとしての

第１回目の評価委員会でございます。この結果を踏まえまして、管理運営の改善を図って

いきたいと考えております。委員の皆様には、忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

 それでは、本日のご審議、よろしくお願いいたします。 

○事務局職員  それでは、議事に入ります前に、まず、資料の確認をさせていただきた

いと思います。 

 まず、机上にございます赤色のファイルをお開きください。「資料等一覧」に記載のと

おりでインデックスも張らせていただいているところですが、インデックスの１番が「次

第」、２が「席次表」、３が「諮問書」でございます。４を飛ばしまして、５が資料１

「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回中央区役所部会進行表」。６が資料２

「委員名簿」。７が資料３「中央区役所部会で審議する公の施設一覧」。８から１３まで

の資料４－１から資料４－５は、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの平成２８年度

評価に関する資料でございまして、資料４－１が「指定管理者年度評価シート」、こちら

は（案）でございます。資料４－２が「指定管理者モニタリングレポート」。資料４－３

が「事業計画書」。資料４－４が「事業報告書」。資料４－５が「指定管理者計算書類



 

 ―３― 

等」、３か年分でございます。 

 続いて、１４が参考資料１「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」。

１５が参考資料２「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

成等について」。１６が参考資料３「部会の設置について」。続きまして１７が参考資料

４「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」。１８が参考資料５「評価の目安」。１９が

参考資料６「千葉市中央区蘇我コミュニティセンターに関する市民局指定管理者選定評価

委員会中央区役所部会の意見等」。以上をお配りさせていただいております。 

 また、青色のファイルは、会議参考資料といたしまして、「募集要項」、「管理運営の

基準」、「提案書」、「基本協定書」をつづってございます。 

 続きまして、机上に資料を３点ほどお配りさせていただいております。始めに別紙１

「千葉市指定管理者制度事務処理関係資料の主な見直し内容について」。続きまして、委

員の方からの質問に対する回答及び資料の修正、こちらは、Ａ３判の横のものになります。 

 以上３点になります。 

 こちらの３点の資料につきましては、ＦＡＸ等でお知らせをさせていただいているとこ

ろですが、改めて併せて机上に配付させていただきました。不足等ございましたら、お知

らせ願います。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  それでは続きまして、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、全委員さんの出席となっておりますので、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１１条第７項において準用する第１０条第２項に基づき、

会議は成立いたしております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきたいと思います。 

 なお、部会長が決定するまでの間、曽我辺区長が、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） 

○事務局職員  ご意見がなければ、曽我辺区長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

○仮議長（曽我辺中央区長）  それでは、ご承認いただきましたので、仮議長として、

会議の進行を務めさせていただきます。 

 それでは、議題１の「部会長及び副部会長の選出について」に入らせていただきます。 

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

議事録の承認等部会を代表していただきます。 

 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理していただ

きます。 

 まず、部会長の選出を行いたいと思いますが、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定

等に関する条例第１１条第４項に基づき、互選により選出したいと思います。 

 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。 

○横山委員  淡路委員が部会長に適任だと思いますので、推薦いたします。 

○仮議長（曽我辺中央区長）  他にいませんでしょうか。 

（なし） 
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○仮議長（曽我辺中央区長）  ただいま、淡路委員を部会長にというご推薦をいただき

ましたが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（曽我辺中央区長）  それでは、淡路委員を部会長に決定いたしたいと思いま

す。 

 淡路部会長さん、部会長席へお願いします。 

 淡路部会長さんに一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○淡路部会長  ただいま推薦いただきまして、部会長を務めさせていただくことになり

ました淡路でございます。 

 ずっとこの委員会が立ち上がってから参加しておりまして、いつも同じメンバーでやら

せていただいていて、活発な議論になるかと思いますけれども、首尾よく進行できればと

思いますので、皆様、ご協力をお願いいたします。 

○仮議長（曽我辺中央区長）  それでは、部会長が選出されましたので、ここで議長を

淡路部会長に交代したいと存じます。お願いします。 

○淡路部会長  それでは、議事を進行してまいります。よろしくお願いいたします。 

 早速、副部会長の選出を行いたいと思います。こちらも、互選により選出することとな

っておりますが、どなたか立候補、あるいは、推薦される方は、いらっしゃいますでしょ

うか。 

○武井委員  今までずっと副部会長は、公認会計士の方にお願いしていたので、今度も

その流れで吉田委員にお願いしたいと思います。 

○淡路部会長  ただいまありましたが、皆さん、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○淡路部会長  では、吉田委員、お願いいたします。 

○吉田委員  はい。 

○淡路部会長  副部会長に決定いたします。 

 それでは、席を移動していただいたのち、吉田委員から一言、ご挨拶をお願いいたしま

す。 

○吉田委員  新任で委員をやらせていただいておりますので、慣れないこともあると思

いますが、皆さんのご尽力をいただきながら、副部会長を務めさせていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○淡路部会長  ありがとうございました。 

 では、議題２の「平成２８年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価につい

て」に入らせていただきます。 

 まず、年度評価の方法の概要について、事務局に説明をお願いいたします。 

○楢木地域づくり支援室長  私のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。座って説明をさせていただきます。 

 それでは、指定管理者選定評価委員会による指定管理者の行った施設の管理に係る年度

評価の概要について、ご説明させていただきます。 

 まず、年度評価の目的でございますが、１年間の指定管理者による管理運営を評価し、

現指定期間における管理運営の改善につなげることを目的としております。この選定評価
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委員会を開催させていただき、委員の皆様からのご意見をいただく機会を設けることで、

次年度以降の管理運営をより適正に行うため、実施するというものでございます。 

 次に、評価の方法ですが、市が現地視察、ヒアリング等々を通じて行ったモニタリング

の結果や指定管理者による自己評価、指定管理者からの報告書等を踏まえまして、「指定

管理者年度評価シート」を作成いたします。 

 なお、今回の評価より千葉市指定管理者制度に関する事務処理の関係資料が見直しとな

っております。前段で質問をしていただいたかと思いますが、こちらの別紙１に記載のと

おりでございます。ただ、時間の関係もございますので、今回の会議にて関連のある内容

についてのみ説明させていただきまして、その他は、こちらの資料をご覧いただければと

思います。 

 まず、年度評価の作成の元となります、モニタリングの結果等でございますが、こちら

は、別紙１の２に記載しておりますとおり、「モニタリングレポート」を作成いたします。

こちらは４点変更がございまして、具体的には、こちらの赤いファイルのインデックスの

９番の指定管理者の「モニタリングレポート」の１ページをご覧ください。 

 これまで、「モニタリングレポート」については、この選定評価委員会の資料としては、

お出ししていなかったものですが、様式も全面的に見直しをいたしまして、今まで評価シ

ートを公表していましたが、評価シートに加えまして、モニタリングレポートも公表の対

象となっております。 

 こちらは、モニタリング項目というのが左側のほうにありますが、このモニタリング項

目ごとに、管理運営の基準の内容をその右側に、そのほか、指定管理者の提案書におきま

して、管理運営の基準以上の水準の高い提案をしている場合、プラス評価として記載をす

る様式になっております。 

 また、基準の内容やプラス評価項目をどのように確認するのかということですが、確認

方法の記載項目もその右隣に設けておりまして、確認の結果どうだったとかというのを

「○」「×」で記載されておりますが、その「○」「×」については、上段のほうに確認

結果ということで点線で囲っている部分があると思いますけれども、その基準にのっとっ

て「○」「×」をつけていくということになっております。 

 なお、確認結果の隣に、自主点検の項目があります。これは市だけが確認するのではな

く、指定管理者にも自己点検を実施させるということで、市の確認結果とのかい離を少な

くするため、設けているものでございまして、これはコミュニティセンター独自で設定し

ている項目となります。 

 また、「モニタリングレポート」の５ページでご覧ください。 

 先ほど、モニタリングによりまして、基準に満たない項目があった場合は、どういう項

目だったのかというのを書く欄でございます。 

 項目を書くだけではなく、それに対して今後どのように改善していくのかという、改善

の方向性も書くような様式になっております。 

 その次に、裏面の６ページですが、優れた管理運営を行っている項目についても記載す

る内容になっております。 

 「モニタリングレポート」については、以上でございます。 

 次に、年度評価シートの説明をさせていただきます。先ほどの別紙１の３です。「３ 
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年度評価シート」ということで、こちらは、１０項目の変更がございます。詳しくは、イ

ンデックスの８のほうでご説明をさせていただきます。 

 今は概要の説明ということで、様式に係る変更内容のみで説明をさせていただき、その

内容については、この後に説明をさせていただきたいと思っております。 

 まず、評価シートの構成でございますけれども、「１ 公の施設の基本情報」、「２ 

指定管理者の基本情報」記載がありますけれども、全部で大きく七つの項目で構成されて

おりまして、以前から担っていただいている委員さんは、全面的に変わったということが

わかるのではないかなと思っております。 

 続いて、「１ 公の施設の基本情報でございますけれども、内容が拡充されておりまし

て、はじめにビジョンやミッションです。こちらについては、市が、施設管理の目的・目

標などを明確にして、その内容を指定管理者と共有する必要があるという考えから、指定

管理者の募集の際に募集要項等々での項目を追加しているということでございましたので、

この年度評価のときにも、その内容を記載しようということで拡充されているものでござ

います。 

 また、「３ 管理運営の成果・実績」でございますけれども、こちらについては、成果

指標及び数値目標と併せて、その達成状況の記載を追加するということになっております。 

 その他、記載が追加となっている項目については、次のページ、２ページの「４ 収支

状況」。収入・支出の項目がございますが、提案額、計画額、実績額の記載だけはなく、

その右隣、計画や実績におけるその差異の要因分析を書く欄を追加しております。 

 ページの一番下ですが、本社費、共通費も、配賦基準・算定根拠についても、どのよう

な内容なのかを記載する項目を追加しています。その次のページ、３ページの中段に

「（３）収支状況」でございますが、こちらも表の下、利益の還元状況について内容を追

加としております。 

 その他の追加項目といたしましては、５ページの上段のほうになりますが、こちらは、

「（４）指定管理者選定評価委員会の意見を踏まえた対応」を記載するというような内容

になっております。ここまでがおおむね追加になった項目の説明をさせていただきました。 

 次に、また、３ページに戻っていただいてもよろしいでしょうか。中段の「５ 管理運

営状況の評価」について説明させていただきます。 

 こちらは、（１）、（２）にありますように、「成果指標の目標達成状況」や「市の施

設管理経費縮減への寄与」についても市の評価の対象項目となっております。 

 次のページ、４ページになりますけれども、「（３）管理運営の履行状況」でございま

す。この左側の記載の評価項目でございますが、これまで評価シートでは、「モニタリン

グレポート」に合わせまして、かなり細かい内容でございましたが、指定管理者の選定時

の審査項目などに合わせまして、かなり簡潔にまとめているものでございます。 

 また、評価については、これまで３段階評価でございましたが、一番下の点線で囲まれ

た記載のとおり、５段階評価に変更となっておりまして、指定管理者の自己評価にもこの

５段階評価を導入しております。 

 ただし、その市の評価については、モニタリング結果を点数化し、それを「評価の目

安」に基づいて５段階評価をすることになっておりまして、その目安については、インデ

ックスの１８、参考資料５の「評価の目安」に記載してございます。 
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 今までも評価の目安はございましたが、全市的に評価の基準を統一するため、新たに

「評価の目安」を定めたものでございます。こちらは、あくまで目安を示すものでありま

すので、総合的に判断してこれと異なる評価をすることや、選定評価委員会の意見を踏ま

えまして修正することも可能でございます。 

 評価方法でございますが、先ほど「モニタリングレポート」について説明いたしました

けれども、この「モニタリングレポート」の記載の確認結果を基に、各項目を点数化し、

点数を算出するということになります。 

 市では、モニタリングを２回実施していますので、この「評価の目安」の①のとおり、

各モニタリング項目について年間の点数を算出し、次に、その②の平均値の算出に記載の

とおり、評価項目に対応するモニタリング項目、１項目当たりの平均値というものを算出

することになります。この平均値をもって、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で評価をする

ということになります。具体例を挙げますと、算出した平均値がプラス１．５以上、かつ、

いずれのモニタリング項目結果に「×」がない場合、評価が「Ａ」ということになります。 

 「Ａ」の具体例は、インデックス９の「モニタリングレポート」の１ページをご覧くだ

さい。１を飛ばして、２です。「２ 施設管理能力」の「（１）管理運営の履行体制」と

いう項目がありますが、右に記載されている確認結果は「○」ということで、これは、お

おむね基準どおりに行われているということで「○」なんですけれども、その場合の点数

は、０点ということになります。 

 次に、「（４）従業員の能力向上」の項目については、基準のプラス評価のところに、

管理運営基準を上回る提案があったということで、プラス評価の記載をしており、「◎」

ということになっております。ただ、それを確認した結果、実施されていないということ

で、こちらは、「×」になっています。そうすると、点数としては、マイナス２点という

ことになります。 

 なお、このプラス評価に「◎」があった項目について、提案どおり実施されていれば

「○」ということになりますけれども、この場合は、０点ではなくて、プラス評価部分が

加味されてプラス１点ということになります。 

 プラス評価が「◎」の項目で、その提案を上回る内容が実施されれば、確認結果が

「◎」となりまして、点数が、プラスの２．５点ということになります。 

 あと、平均化するという点ですが、「モニタリングレポート」の「２ 施設管理能力」

の（１）から（４）までが、一つの評価項目となっており、その平均値を出した結果、イ

ンデックス８の４ページの「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」の欄の

市の評価のとおり、「Ｃ」であるということになっています。 

 次に最終的な総括評価ですが、この「５ 管理運営状況の評価」というのが、前ページ

３の（１）、（２）、４ページの（３）ということで、この市の評価の「Ａ」から「Ｅ」

の数の割合等で、総括評価を行うということになります。 

 年度評価シートでは、その６ページの「７ 総括」の「（２）市による評価」というこ

とに反映されることになりますけれども、この「評価の目安」については、先ほどのイン

デックスの１８、２ページのほうに総括評価の目安というのがありますので、後でご覧い

ただければと思います。 

 以上が年度評価シートの説明となりますが、今回の選定評価委員会では、市で作成した
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「指定管理者年度評価シート」と、指定管理者から提出された「事業報告書」、「計算書

類等」などの資料を基に、選定評価委員会より、市の評価の妥当性や当該指定管理者によ

る施設管理運営のサービス水準の向上・業務効率化の方策、改善を要する点、指定管理者

の倒産、撤退等のリスクを把握するため、当該指定管理者の財務状況などに対するご意見

をいただきたく思います。 

 最終的に、ご意見等の中から部会としての意見をまとめていただき、それを部会長より

選定評価委員会会長にご報告いただいた後、選定評価委員会会長より市に対して答申を行

うという形になります。 

 なお、答申でいただきましたご意見は、年度評価シートの「７ 総括」の「（３）「市

民局選定評価委員会中央区役所部会の意見」欄に記載することとなります。 

 また、評価結果の取扱いでございますけれども、選定評価委員会の意見を記載した「年

度評価シート」について、市のホームページ上で公開するとともに、指定管理者による管

理運営の改善・効率化に向けた取組みを促進するため、評価結果を当該指定管理者に通知

いたします。 

 以上が様式等の変更を踏まえました年度評価の概要の説明となります。 

○淡路部会長  ありがとうございました。 

 ただいま説明いただいたのは、指定管理者モニタリングの評価の仕方と、「モニタリン

グレポート」と「年度評価シート」です。その３点についてご説明いただきましたが、ご

質問をいただきたいと思います。では、その三つにおいてご質問があれば、お願いいたし

ます。 

○吉田委員  そうしますと、モニタリングレポートの、点数のお話の中で、基準が、プ

ラス評価、「◎」がついていると、実際にできていなくても、プラス１点がつくとお話で

よかったですか。 

○楢木地域づくり支援室長  「◎」がついた内容が基準になっていきますので、それが

実施されていなければ、この基準が行われていないということで、マイナス２点に。 

○吉田委員  マイナス２点になる。あれ、プラスで１点というお話ではなく。 

○楢木地域づくり支援室長  それは「○」だったらの場合ですね。 

○吉田委員  「×」だったら、ちゃんとマイナスになるのですか。 

○楢木地域づくり支援室長  そうです。 

○吉田委員  何かいい目標だけつくっていて、点数がつくのは、何かおかしいなと。わ

かりました。ありがとうございます。 

○淡路部会長  そのほか、いかがでしょうか。 

 今までやっていた人から見ると、大きく変わって、評価も「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」まで

しかなかったのが、「Ｅ」まであると、「Ｄ」と「Ｃ」ばっかりになっちゃうので、そう

すると、「Ｃ」は、前の評価では最低だったので、どうしても中間というイメージが湧か

ないように、混乱があるような気がしますけれども。 

○伊藤委員  始め、やっぱりびっくりしました。「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」とあったので、

みんな最低なんだという感じで、受けとめましたけど。 

○楢木地域づくり支援室長  「Ｃ」が普通というか、基準どおりに捉えるという評価に

なります。 
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○伊藤委員  従業員の能力向上について、パートさんでも、アルバイトでも、希望があ

れば資格を取るのに勉強させたいというような、そういう意見があって、これは「◎」に

なったんですよね、たしか。 

 それで、何かこの結果を見ますと、資格取得の申し出がゼロだというのが、どんなとこ

ろに問題があるのかなというのを感じたんですけど。勉強、資格を取得するためには、お

金は出していただけるけど、時間がかかるということで。時間を割くのが大変なのかなと

いうことと、そこまでしてまで資格は取らなくてもいいという気持ちがあるのか、ちょっ

とそのあたりが気になりました。 

○淡路部会長  働きかけがあったのか、本人の申し出を待っていただけなのか、施設側

からそういうことも支援しますから、取り組みたい方はどうぞというような働きかけがあ

ったのか、なかったのかというようなことでしょうか。よろしいですか。 

○伊藤委員  はい。 

○楢木地域づくり支援室長  こちらのほうも、希望者はなかったというような話は聞い

ておりますけれども、積極的に働きかけを行っているかどうかというのは、ちょっと確認

がされておりません。 

 この点については、後ほど、年度評価の具体的内容も説明させていただければと思いま

すので、まずは様式的に何かあるかどうかを確認させていただければと思います。後でま

たご説明ということでよろしいでしょうか。 

○武井委員  今回、この評価の方法を変えたこと自体の内容は、それでもいいのかなと

思うんだけど、せっかく変えたんだったら、前々から言っているんだけども、稼働率管理

が、全然おかしいよという話を伝えてもらっているんですか。これを言ってなかったら、

別のルートで、こんなことをやっていちゃだめだという話を言わないといけない話で。 

 区長は多分ご存じないと思うけど、ここの稼働率管理でもって、「Ａ」だ、「Ｂ」だ、

「Ｃ」だといろいろ分けるんだけど、実際に稼働率っていうのは、狭い部屋でも大きい部

屋でも全く同じ管理をやっている、同じウエートで評価するんですね。 

 だから、当然、狭い部屋が幾つもあって、その部屋の稼働率が高かったから、大きい部

屋ががらがらでも、評価はよくなっちゃうんですよ。 

 そんな管理を誰がするんですかと。自分のものだったら、絶対しないでしょう、そんな

こと。自分がアパートを持っていて運営するとしたら、そんなことを絶対しないですよね。 

 にもかかわらず、それは前々からおかしいよと言っているんだけど、その話はしてもら

っているんですかね。 

○楢木地域づくり支援室長  前回の２７年度のときに、この話は、制度を所管する業務

改革推進課にはお伝えしていますが、市の統一した評価の中では、そういう面積も踏まえ

た稼働率というのは、採用されていないという状況にあります。 

 また、今回につきましても、ご意見があったということについては、業務改革推進課に

伝えまして、どのように考えているかというのを確認させてください。 

○武井委員  だから、これ改定したときに、何でその話が全然出てこないのかと。だっ

て、稼働率評価して、稼働率が高いからいいの悪いのって、それで評価しているんですよ。

その稼働率そのものが、全然ウエートをつけなかったら、面積は全然違うのに、それで全

く同じだよというやり方でやっていたら、何が出てくるんですか。それの評価として、何
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が得られるんですか。今回でもう３回ぐらい言っているんだけど、そんな評価方法は絶対

おかしいからと。何でそれがそのまま続いていくんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  もしやるのであれば、この蘇我コミュニティセンターだけ

でやるいう訳にもいきませんので。 

○武井委員  もちろん。だから、その前のときの話でも、全体を見直さないとできない

かなという話だったじゃないですか。今回は全体を見直したんでしょう。 

○楢木地域づくり支援室長  はい。 

○武井委員  見直した中で何でウエートを付けた稼働率が出てこないんですかという質

問です。 

○楢木地域づくり支援室長  その意見も踏まえて、検討した結果、面積も踏まえた稼働

率で表そうというような統一的な見解は、出なかったということが、結果でございます。 

 まだ、やはり必要だということでご意見をいただきましたので、改めて、意見が出たこ

とを業務改革推進課に伝えます。 

○武井委員  そうしたら、もう一度、逆に聞きますけど、ここで出すやり方の稼働率の

意味は何ですか。 

○楢木地域づくり支援室長  一つの指標であると思いますが。 

○武井委員  一体どういう指標なの。何を得るための、何を示すための指標なんですか、

それ。 

○楢木地域づくり支援室長  各諸室の稼働率は出しておりますので、稼働率が低いとこ

ろは、適切な運営を行ったほうがいいと言った意見をいただけると思います。 

○武井委員  本当に考えて、稼働率管理をしていこうと思うと、今のやり方での稼働率

で評価しても、それは意味がないと思うんだけど。今のやり方でやったら、どういう結果

が得られるんですかという質問ですよ。 

○淡路部会長  武井委員がおっしゃる面積の大きいところは大きいなりに、小さいとこ

ろは小さいなりにという観点というのは、大きい面積のところは、メーカー企業がもし、

そういったものを貸し出す場合は、広いところは、より高く貸す。狭いところは安い。そ

れに比べて面積が少ないので。そうすると、そのイコール売上げに跳ねてくるという考え

方ですので。 

○武井委員  もちろん、自分のものだったら、当然稼働率管理をやるとしたら、そんな

管理をしないでしょうと。今のやり方でやったら、小さい部屋が幾つもあって、そこの稼

働率がよかったら、あたかも建物全体の稼働率がいいように見えちゃうじゃないですか。 

 その稼働率で評価をするやり方はおかしいよと。だから、直したらどうですかという話

を再三しているわけで。だから、ウエートをかけた全体面積で、どれぐらい使われていた

のというのがわかる値を載せてという要望すらやらないことは何でですかと聞いている。 

○淡路部会長  適切な内容で伝わっていないんじゃないですか。 

○武井委員  ちゃんと伝えてくれているのか、非常に不信感を持っているんだけど。 

○淡路部会長  いろいろ経ていくうちに、うまく伝わらなかったのかもしれないので、

今、武井委員がおっしゃったのは、具体的に小さい部屋だけが大きく稼働していて、大き

い部屋が全く使われていなくて、もっと極端に言うと、全体の評価は高くなってしまう、

そういう評価の方法が疑問だというような形で伝えていただいたほうが。 



 

 ―１１― 

○楢木地域づくり支援室長  わかりました。 

○淡路部会長  それでよろしいですか。 

○武井委員  よくはないです。今の稼働率で評価したって意味がないということを言っ

ているんだけど。 

○淡路部会長  方法を変えたほうがいいということですか。 

○武井委員  前のときにも言われたのは、市全体でやっているので、すぐに変えられな

いから、見直したときに考えますという話だったはずなのに、意見が反映されていない。 

○楢木地域づくり支援室長  見直した結果が、このような結果になりまして、大変申し

わけないです。 

○淡路部会長  もう一度、では、伝えていただくということでお願いいたします。 

○楢木地域づくり支援室長  わかりました。 

○淡路部会長  ほかに、ご質問等よろしいですか。ありますか。 

○横山委員  今、様式についてのお話ですね。 

○淡路部会長  はい、そうです。よろしいですか。 

（なし） 

○淡路部会長  では、後ほど、その中身について、またご説明いただくということです

ので、それでは、施設の年度評価のほうに移ります。 

 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの年度評価を行います。事務局より説明をお願

いいたします。 

○楢木地域づくり支援室長  では、ご説明をさせていただきます。 

 まず、今回の審議対象となる施設ですが、中央区役所部会で審議を行う施設が対象とな

りまして、当部会においては、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターが該当でございま

す。 

 それでは、インデックス８の「平成２８年度指定管理者年度評価シート」をご覧くださ

い。 

 始めに、「１ 公の施設の基本情報」でございます。 

 施設名称は、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターです。 

 以下、制度導入により見込まれる効果までについては、記載のとおりでございますので、

お読みいただければと思います。 

 その下、成果指標、数値目標でございますが、こちらは、募集時に蘇我コミュニティセ

ンターと勤労市民プラザが統合するに当たりまして、両施設の運営状況を勘案しまして、

市において成果指標、数値目標というものを設定しておりますけれども、この市の設定を

上回る数値を指定管理者が提案をしてきてますので、こちらに記載している数値目標は、

指定管理者の提案数値となっております。「①諸室の施設稼働率」は、指定管理期間最終

年度において６３．１％以上。「②スポーツ施設の施設利用者数」も、指定管理期間最終

年度におきまして４万９，１００人以上となっております。 

 所管課は、事務局であります、中央区役所地域振興課ということになります。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」でございますが、こちらは、読ませていただきま

す。 

 指定管理者名はＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体で、構成団体はＦｕｎ Ｓ
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ｐａｃｅ株式会社、株式会社オーチューの２者でございます。主たる事業所の所在地は、

東京都新宿区、以下、記載のとおりでございます。指定期間は、平成２８年４月１日から

平成３３年３月３１日までの５年間。選定方法は、公募でございます。管理運営費の財源

は、指定管理料及び利用料金収入でございます。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」でございますが、「（１）成果指標に係る数値目

標の達成状況」について説明させていただきます。施設稼働率（諸室）になりますけれど

も、その数値目標は、先ほど、「１ 公の施設の基本情報」でもご説明したとおりで、市

の設定の数値は、この括弧書きのほうであらわしております。なので、提案のほうは、６

３．１％以上、市のほうは、およそ６３％以上ということになります。平成２８年度の実

績につきましては５５．９％、達成率は８８．６％で、市の設定した数値に対する達成率

ということについては「（８８．７％）」ということになります。 

 なお、委員さんから、年度目標も入れて作成すべきではないかというご意見がありまし

て、諸室については、指定管理者の提案書において年度ごとの目標値が明記されておりま

すので、こちらは年度ごとの目標値を記載することといたしまして、平成２８年度の数値

目標というのは６０．７％以上ということになり、達成率は９２％ということになりまし

た。 

 次に、施設利用者数（スポーツ施設）でございますが、こちらは、平成２８年度の実績

は３万１，３８０人、達成率は６３．９％で、市設定の数値に対する達成率は６４％とい

うことになります。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」については、特に指標を定めていないため、該当

はございません。 

 次に、２ページをご覧ください。「４ 収支状況」でございます。 

 始めに、「（１）必須業務収支状況」についてでございますが、「ア 収入」ですけれ

ども、指定管理料等、その他の収入については、提案・計画・実績が同額となっておりま

す。真ん中の利用料金収入については、実績と計画において１３１万２千円の差がありま

すが、これはスポーツ施設の利用者が少なかったことと、それとあわせて回数券の利用も

伸びなかったということが主な内容となります。 

 合計額としては、提案額が９，１８２万６千円、計画額は四捨五入の考え方が、提案時

と計画時で異なるため１千円の差がございますが、９，１８２万７千円。実績額は９，０

５１万５千円となっております。 

 次に、「イ 支出」のほうですが、事務費については、諸室等の稼働率が昨年８月まで

低かったこと及び電気料などの水道光熱費の支出が計画よりも少なかったことから、実績

と計画に大きく差異が生じております。 

 また、管理費は、計画外の突発修繕がありまして、修繕費が計画値を超したため、実績

と計画で差異が生じたとの報告を受けております。 

 その他事業費（備品購入）でございますけれども、提案事項である備品の購入を計画し

ていたところ、既存の備品で対応が可能なものがあり、購入をしなかったため、実績と計

画で差が生じているということになります。本社費・共通費は、提案・計画と実績は同額

でありまして、その内容については２ページの下段に記載のとおりでございます。 

 その結果、合計額は、提案額が９，１８２万６千円。こちらも四捨五入の考え方が異な
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るため、１千円の差がありますが、計画額は９，１８２万７千円、実績額は８，９６６万

８千円ということになっております。 

 なお、収入・支出の実績と計画との差異の要因等については、７ページ、８ページの別

紙に記載しているとおりでございますので、後で確認をいただければと存じます。 

 次に、３ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」でございますけれども、

評価マニュアルにおきまして、自主事業は、指定管理者が自発的に行うものでありまして、

指定管理料の充当もないことから、提案額や計画額の記載やこれらと実績との差異・要因

分析は行わないということとしているものでございますので、こちらは実績のみを記載し

ているということになります。 

 「ア 収入」合計額は、６７３万円、「イ 支出」の合計額は、６０３万５千円という

ことになります。詳細は、インデックスの１２なんですけれども、こちらは平成２８年度

自主事業実績及び提案時計画というものを一覧表にまとめたものがございます。前回の評

価委員会のときに提案・計画と内容と実績がわかるような形の一覧表が欲しいとのご意見

があったため、こちらが事業の実績等々ということになりますので、ご確認いただければ

と思います。 

 また、３ページ、インデックスは、８の３ページのほうに戻っていただきまして、次の

「（３）収支状況」でございますけれども、必須業務の収支は８４万７千円のプラス、自

主事業の収支は６９万５千円のプラスでございました。総収入は９，７２４万５千円、総

支出は９，５７０万３千円となりまして、収支は１５４万２千円のプラスとなっておりま

す。 

 また、利益の還元につきましては、収支がプラスであったことから、基本協定書及び年

次協定書に基づきまして、剰余金の２０％に当たります、３０万８千円を現物により利益

還元するということといたしまして、施設視察のときに図書室を見ていただいたと思いま

すが、平成２９年６月１６日に図書室にカーテンを設置したところでございます。 

 資料作成時は協議中であったため、記載の表現は「詳細協議中」ということになってお

りますが、評価シート公表時には、こちらの内容を「現物（図書室へのカーテン設置）」

ということで、記載内容の修正を検討しております。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」でございますけれども、「（１）管理運営による成

果・実績（成果指標の目標達成状況）」でございますが、こちらは市が設定した数値目標

に対する評価ということになりまして、施設稼働率（諸室）のことなんですけども、こち

らは成果指標に係る数値目標の達成状況が８８．７％でしたので、「評価の内容」に照ら

し合わせてみると、８８．７％の場合は「Ｃ」評価ということになります。 

 その下の施設利用者数（スポーツ施設）でございますが、こちらは６４．０％であった

ことから、こちらの評価は「Ｄ」評価ということにさせていただいております。 

 また、施設利用者数（スポーツ施設）でございますが、こちらは「Ｄ」評価ということ

でございますので、特記事項において数値目標の達成に向けた取組みが必要であるという、

その旨を記載させていただいております。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」につきましては、指定管理料が選定時の提案

額と同額であるということから、こちらは「Ｃ」評価としております。 

 次に４ページをご覧ください。「（３）管理運営の履行状況」でございます。自己評価
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については、指定管理者による評価を記載しておりまして、こちらは、指定管理者がどう

評価するかという内容になっております。 

 隣の市の評価につきましては、先ほど説明したとおり、モニタリングレポートに記載の

確認結果から、モニタリング項目の点数の算出及び項目ごとの平均値を算出しまして、

「評価の目安」に基づいて評価を行った結果、ご覧のとおりということになります。 

 おおむね管理運営の基準に定める水準どおりに管理運営が行われているということで

「Ｃ」評価が多く、評価すべき事項については、特記事項のほうに記載しておりますので、

ご覧いただければと思います。 

 「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」、「３ 施設の効用の発揮」の

「（２）利用者サービスの充実」のこの二つの項目については、自己評価は「Ｃ」評価を

していますが、一部管理運営の基準・事業計画書等に定める水準を満たしておらず、改善

の余地がある管理運営が行われたということで「Ｄ」評価をしております。 

 理由としては、特記事項のほうにも記載しておりますが、「２ 施設管理能力」の

「（２）施設の維持管理業務」が、第２回目のモニタリング時には改善されていましたが、

第１回目のモニタリングのときに日報を作成していなかったということがかなり大きな要

因の一つでございます。他には、提案事項である施設の中長期修繕計画書が未策定であっ

たということ、並びに、備品の購入の一部が未実施であったということが要因でございま

す。 

 「３ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」については、提案事項で

ある未利用者へのアンケート、あとは、お茶飲み会が未実施であったということが、

「Ｄ」評価の主な理由ということでございます。 

 次に、５ページをご覧ください。上段の「（４）市民局選定評価委員会中央区役所部会

の意見を踏まえた対応」でございますけれども、前回の選定評価委員会は、平成２７年度

に開催しており、意見対象年度は、その前年の２６年度でございまして、旧の蘇我コミュ

ニティセンターに対する意見ということになります。 

 現在の駐車場は、旧のコミュニティセンターと勤労市民プラザの駐車場の部分をあわせ

て管理しており、関連がありますので、掲載しております。 

 駐車場に関する意見でございますけれども、その対応については、現在、受付窓口１階

エレベーター前、南側入口のところに、「駐車場台数に限りがありますので、できるだけ

相乗りや公共交通機関で来館いただきたい」という掲示と、「利用終了後は、できるだけ

早く駐車スペースを空けていただきたい」という駐車場利用方法に関する周知文を掲示し

てございます。また、混雑が見込まれる日には、誘導員の駐車場入り口への配置や、また、

防犯カメラにおいて、その駐車場の状況を確認しております。 

 諸室や体育施設が混雑する時間帯においては、満車となる時間帯があり、市長への手紙

や電話での苦情も数件受け付けているという状況でございますから、引き続き適切な駐車

場管理を実施するよう指示をしているところでございます。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」でございます。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」といたしまして、年２回、１回目は７月、

２回目は１月に窓口での配付により実施しております。 

 第１回目は、各施設の独自項目によるアンケートを実施し、総合的には、利用者さんの
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ほうから満足を得ていると、指定管理者は判断しております。 

 主なテーマ、高い評価項目といたしましては、「①各部屋の清潔感」、「②ロビー・エ

ントランスの快適性」、「③トイレの清潔感」、「④電話対応」、「⑤受付の対応」とい

うことがありまして、主な改善検討事項といたしましては、「①諸室・体育館の空調快適

性」、「②予約システムの使い勝手」という内容があったものでございます。 

 第２回目については、全コミュニティセンター統一の質問内容で実施しておりまして、

利用者さんからは、おおむね満足を得ていると判断できますけれども、「⑧講座等の企

画」、「⑨予約方法」の満足率については、ほかと比較しても低いということがございま

すので、改善の余地があると考えております。 

 「⑩アンケートの主な意見」は、トイレの洋式化や駐車場の増設など、設備に係るもの

でありますので、当該意見への対応は、利用者さんからの要望を踏まえまして、市と指定

管理者のほうで今後、検討していきたいと考えております。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」でございますが、始めに、

図書室内の閲覧スペースが狭いの件については、施設視察時に見ていただいたと思います

が、図書室の前に、「図書閲覧コーナー」を設置いたしまして、図書・新聞をゆったりと

閲覧できる場所を確保いたしました。 

 次に、千葉日報以外の新聞も置いてほしいとの件につきましては、指定管理者のほうで

検討した結果、他紙を追加で配架するという形をとらせていただきました。 

 続きまして、不適切な駐車場利用への対応の件ですが、先ほどの意見の対応ということ

で説明したところでございますけれども、巡回警備の強化や監視カメラによる駐車状況の

常時監視、駐車台数に限りがある旨のお願い文書や相乗り等の依頼の書面を館内に掲示、

身障者用駐車スペースの利用方法の明確化にて対応をしておりますが、満車となる日が多

くありますので、引き続き適切な管理を指示しているというところでございます。 

 次に６ページをご覧ください。「７ 総括」でございますが、「（１）指定管理者によ

る自己評価」というのは、「Ｃ」ということでございまして、おおむね管理運営の基準・

事業計画書等に定める水準どおりに管理運営を行うことができたというところでございま

すが、稼働率及び利用者数の目標が未達成であるため、今後は、サークル支援及び企業へ

の営業を強化し、夜間の稼働率アップを図っていくとのことでございます。 

 「（２）市による評価」でございますが、これは、先ほどもちょっと説明させていただ

きましたけども、「５ 管理運営状況の評価」の（１）から（３）の１０項目のうち、３

項目が「Ｄ」評価であったということから、「評価の目安」に従いまして、管理運営の一

部において市が指定管理者に求める水準等に達しておらず、改善の余地のある管理運営が

行われていたと判断いたしまして、「Ｄ」評価としております。 

 平成２８年度の蘇我コミュニティセンターの運営状況等の所見を読ませていただきたい

と思います。 

 施設運営の状況は、受託事業である読み聞かせを受託事業の基準以上の回数を実施して

いる点は特に評価でき、自主事業については一部未実施のものもありますが、提案事項を

おおむね実施しておりました。 

 また、年２回実施している利用者アンケートの結果、第１回目のアンケートでは顧客満

足度の平均点数が６９．２点、第２回目のアンケートでは８項目中６項目において半数以
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上の満足を得ていることから、おおむね良好な運営を実施していると判断できると思って

おります。 

 施設管理については、月次報告書・年次報告書等において施設管理状況を適切に報告し

ており、施設の不具合状況がある場合は、診断カルテを作成し、市に報告をしております。 

 今後の改善事項についてですけれども、募集要項及び提案書に記載されている項目のう

ち、障害者雇用や利用者サービスの向上等、履行することが難しい項目が生じているため、

今後の対応を検討するよう、こちらとしても指示しているところでございます。 

 また、スポーツ施設で設定した数値目標が、市設定の数値に対して、６４％の達成率で

あったため、利用者数の増加に向けた対応の検討を併せて指示をしているところでござい

ます。 

 なお、「Ｄ」評価となったその他の理由につきましては、１回目のモニタリング時に、

日報が未作成だったことから、管理運営の基準に定める水準の管理運営が行われていなか

ったと判断したことによりますけれども、２回目のモニタリング時においておおむね適切

に管理運営を行っており、改善がされていたことを確認しておりますので、そのことも申

し添えます。 

 ３の年度評価についての説明は、以上でございます。 

○淡路部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から一通り説明いただきました千葉市中央区蘇我コミュニティセンタ

ーの年度評価について、評価案が示されましたが、まず始めに、この事務局の作成した評

価の妥当性について、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。また、ご質問も含

めて、いただければと思います。何かございましたらお願いいたします。 

○武井委員  まず、７ページ目のところで質問事項にも入れましたが、収入が減ってい

るとの記載が７ページの１のところにあるんだけど、平成２８年４月にリニューアルオー

プンしていて、この４月９日からのスタートになったというのが理由になっていたので、

これは分母に入ったんですかという質問をしたら、その部分は取り除いていますよという

ような回答を得たのだけど。であれば、この４月９日からのスタートになったことが減っ

ている理由にはならないんですよね。 

一方、スポーツ施設の利用人数は、分母に入っているように思うので、８日間分は、

ここの施設の責任じゃないのに気の毒じゃないのと。 

 やっぱり、私が要望している稼働率で評価するんだったらいいけど、やむを得なくとい

うか、市のほうの事情で評価の方法の変更が遅れている中で、利用人数の目標値を設定す

るにあたり、この分の日数も引いてあげないと、これは苛酷な要求と違いますかと感じる

のですけど。 

 それから、その他の収入のところでも、このスポーツ利用料金の目標値設定においても

同様ではないのですか。 

○楢木地域づくり支援室長  申しわけございません。 

○武井委員  その辺のところ。質問に書いたのだけど、収入減の理由としてリニューア

ルオープンを理由にするのはおかしいのではないのかというのと、利用人数が減った分に

ついては、その理由を逆に入れてあげないと、かわいそうではないかと。それから、その

他の収入のところの書き方を変えるなら、後から違うのはこの理由ですよと出てくるやり
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方は、問題じゃないですかというふうに感じます。 

○淡路部会長  まず、最初の収入のところですか。利用の稼働率のところですかね。稼

働しなかった日数の取扱いについてですけれども。これは、ほかの市全体の施設と横並び

で、同じようにとりあえずはやったというようなことなんでしょうか。 

○楢木地域づくり支援室長  そうですね。稼働率については、そうでございまして。 

○武井委員  市全体というより、ここのスタートが遅れてしまったわけで。 

○淡路部会長  ここのスタートが遅れているけれども、ほかの施設と同じように計算し

ているということについて。 

○武井委員  その８日分については、分母に入らないで取り除いてあるのだとしたら、

ここが、その収入が少なかった理由には入らないでしょという、そういう話が一つ。 

 利用人数のほうは、その配慮がないから、８日間分かわいそうじゃないのというふうに

感じるんだけど。 

○楢木地域づくり支援室長  指定管理期間の最終年度でスポーツ施設の目標利用者数が

４万９，１００人以上になっております。リニューアルオープンが４月９日になったとい

うことで、指定管理料の関係もどうするか、休館保証をどうするかという話にも実際にな

りましたが、準備等は８日間であれば対応できますということでございました。 

○武井委員  それは指定管理者が、その目標人数に対応できますよという話だったので

すか。 

○楢木地域づくり支援室長  人数というよりは、その指定管理料の関係については、休

館保証などはなくてもいいですよというような話は、確かさせていただきましたが、スポ

ーツ施設の利用者が低いという結果は、想定してなかったので、実際に何が原因かってい

うのを分析しないといけないなと思っております。 

 リニューアルオープンに係る周知が十分なされてなかった中において、数値目標が４万

９千人でいいのかどうかこの後検討させていただきたく思っております。 

○武井委員  稼働率なら稼働率、人数なら人数で管理して評価するのであれば、統一性

があったほうがいい。片方は除いてるけど、片方は含めてますっていうのは、評価として

もおかしいんじゃないかなと。 

○楢木地域づくり支援室長  実稼働日数であれば、実稼働日数でそろえるという形で、

すべての整合性をとるという形でよろしいですか。 

○武井委員  そうですね。 

○淡路部会長  あとは、その目標自体はどこかで変更するかしないかですね。 

○武井委員  そうですね。むしろ、遅れたときに本来だったら目標をこうしておきます

っていうのを決めるべきだったんじゃないかって気もするけど。 

○淡路部会長  今年度の状況を踏まえての目標修正だと、何かすごく時間がずれてしま

うような気がしないでもない。 

○武井委員  この後は市の責任でリニューアルオープンなどが遅れるっていうことはな

いはずだから、それはそのままでいいんではないですか。初年度だけの問題だと思うので。 

○楢木地域づくり支援室長  指定管理期間が５か年あり、５年後に達成すべき数値目標

として利用者数を設定しておりまして、１年目はこういう状況があったので、実利用者数

が伸びませんでしたが、目標は目標で設定してもおかしくないと思います。 



 

 ―１８― 

○淡路部会長  じゃあ、その状況を５年間考慮していくという。 

○楢木地域づくり支援室長  という意味です。 

○横山委員  関連してよろしいですか。今の数値目標の設定に際して、要するに２施設

が一つになっているわけですよね。だから、両方の事業者の実績を合算したような形で設

定したんですかね。重複する部分もあれば、そうでない部分もあるので単純計算はできな

いのと、あと、新規オープンといっても既存施設のままですから、ある程度人数は見込め

るのかなとは思ったんですけれども。 

 設定自体が甘かったと言ったら怒られちゃいますけど、単純なものじゃなかったという

ことなんでしょうかね。人数が伸び悩んだ原因については、分析中という。 

○淡路部会長  ということですね。 

○楢木地域づくり支援室長  諸室のデータは、勤労市民プラザのものとコミュニティセ

ンターのものがありますので、どのように勘案するのかを検討し、現コミュニティセンタ

ーそれぞれの諸室の稼働率を、市において計算したところでございます。 

 このスポーツ施設のほうについては、勤労市民プラザの実績を基に計算したところ、か

なりの実績ございましたので、それを上限にして４万９千人で提案させていただきました。 

○横山委員  料金的には安くなってるんじゃないんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  料金としては、はい。 

○横山委員  安くなったのに伸び悩んだという。 

○楢木地域づくり支援室長  そうです。 

○横山委員  だから、スポーツをやる人が離れたという、そういうことなんですね。 

○楢木地域づくり支援室長  今まで勤労市民プラザを利用されていた方への周知が足り

ないっていうのは、もしかしたらあるのかも知れません。現在、指定管理者には、どうい

うふうな人が使っていて、どういう状況なのかというのは、分析するように指示はしてお

りますので、もうちょっとお時間をいただければと思います。 

○武井委員  総論的な話で、最後のところに総括評価が書いてあって、いろいろ事業が

行われていると思うのだけど、私がこの地域を担当している中で話を聞いていると、現状

の問題点とここに書かれている内容にちょっとギャップがあるという感じを持っているの

ですけど。 

○楢木地域づくり支援室長  具体的には何でしょうか。 

○武井委員  やっぱり一番問題なのは、駐車場の問題なんですね。この駐車場の問題、

後でも対応策とか簡単に書いてあるけど、この対策で駐車場の問題が解決できるとはとて

も思えない。こんな対策でいいとしてもらっちゃ困りますねって感じがものすごい強くて、

駐車場の問題が１番目と。 

 それから、ここで自主事業を含めていろいろ事業をやっている、その事業のＰＲがどう

も狭い範囲に偏っているような感じで。この今井連合町会のあたりはある程度来てますよ

っていう話は聞いてんだけど、もうちょっと広い範囲になると全然、「え、そんなのやっ

てるの」とか、その防災のお祭りなんかやってるのも聞いたけど、知っている人ほとんど

いないんですよね、この線路の向こう側も含めて。 

 伊藤委員に知っているかどうか聞きたいとこだけど、そんな行事やってるのっていう感

じを持たれているところが。だから伝わっているのがどうも今井連合町会だけなんじゃな
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いのってちょっと気になってるんだけど。本当に狭い範囲だけで、もうちょっと広くそう

いうＰＲがしてないのというところの問題がもう１点と。 

 それからもう一つ、ここを利用していない人のいろんな意見を聞くということで、アン

ケートなりでもうちょっと広く意見聞きますっていうのも、何か全然そんな話やったとい

うような話も聞いていないし、できてないんじゃないのって。 

 要は、もう少し広くＰＲするところ、広くというよりも必要な範囲だと思うんですけど、

それがどうもできてないというようなのが非常に問題点だなって感じてるのだけど。駐車

場の問題は書いてあるけど、こんな対策じゃちょっと問題じゃないのっていうのと、あわ

せて、どうも何かちょっとギャップがあるんですけどね、その辺の。 

○淡路部会長  じゃあ、今おっしゃったのは駐車場の件と、それからＰＲの範囲が狭い

のではないか。それから、未利用者に対するアンケートが実施されてない。 

○武井委員  そうですね。今まで使っていないような人たちにもっと使ってもらおうっ

ていうことを考えたら、そういう人たちのニーズをもうちょっと調べてくれていいはずな

のに、何かその辺が全然やったというような話も聞いたことないし、その辺のことをやれ

ているとは思えないのだけど。 

○淡路部会長  じゃあ、同じ地区の委員でいらっしゃる伊藤委員は、その駐車場の件や

そのＰＲの範囲についてはどんなことをお感じですか。 

○伊藤委員  まず、ＰＲについてですけれども、多分、線路の向こうは南部青少年セン

ターがあったり宮崎公民館があったりするので、いいと思ってることはないだろうと思う

んですけれども、今までのコミュニティセンターも余りそういう呼びかけってなかったん

ですね。だから、そのまま行ってるのかなっていう。 

 このあたり、今、武井委員が言われたように蘇我町内会なんかもあんまりかかわってい

ないですよね。 

○武井委員  今、実施している範囲は、今井連合町会だけなんですよね。 

○伊藤委員  そうなんですね。それが一つ、その線路の向こうはほかの施設があるって

いうようなことで。 

 あともう一つは、まだコミュニティセンターを使っていない人たちのアンケートってい

うのは、利用している人は利用窓口でアンケート用紙配ることはできますけど、使ってな

い人はどういうふうに呼びかけたらいいかっていうと、やっぱりそのコミュニティまつり

のときにお客さんで来る人もいるじゃないですかね、知り合いの人が来るとか、そんなと

きにアンケートを配って回収するとか。電話で聞くというのも難しいと思いますので。そ

ういったことをしなければなかなか利用してない人たちの声を聞くことは難しいのかなっ

て思いますね。 

○淡路部会長  事務局のほうでは、このコミュニティセンターの事業のＰＲの範囲がど

のエリアかっていうのは、確認できるのでしょうか。 

○楢木地域づくり支援室長  インデックスの１２に自主事業が一覧でありますが、８６

ページの一番下、５０番、「広告宣伝費」のところで、ＰＲ度が弱いということで、集客

のためのチラシ印刷、地域新聞への折り込みということは実施しているという報告を受け

ております。 

○事務局職員  選定のときに淡路部会長から評価いただいた、ツイッターやウェブでの
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ＰＲの実施は、私も確認しているところですが、紙面での広報が少ないというのは、武井

委員のご指摘のとおりで、モニタリングを２回実施したところ、１回目に実施したときは、

「コミセンだより」を作成するとの提案がありましたが、未発行でした。２回目を実施し

た際は、何とかできていたという状況でした。 

 今の指定管理者の広報の方法は、ウェブにおいては、非常に周知をしていると、担当と

して感じているところですが、ただ、伊藤委員、武井委員のご指摘のとおり、紙面での地

域への周知が不足していると感じているため、紙面での周知をやっていただきたいと、指

導をしておりますが、まだ周知不足であるのが現状ではないかと担当としては感じている

ところです。 

○吉田委員  地域新聞が年に何回ぐらい発行されているかは不明ですが、地域新聞って

かなりエリアを細かく分けて配布をしていると思いますので、どの辺の地域を入れている

かを指定管理者にご確認いただき、コメントを聞いていただけると、周知の方法、紙面の

内容、広報の範囲を考えているのかがわかると思います。 

○伊藤委員  駐車場の問題ですけども、私なんかも簡単に考えて、あ、広くなるんだっ

ていうことで、今度はそんな混雑することはないだろうと思ってたんですけれども、よく

考えたら、やはり二つの施設が一つになったので、それぞれの施設を使っていた人たちが

集まるわけですよね。 

 それと、時間がきちっと制約されるので、例えばあなたは１３時までですよっていった

ら１３時まで、その次の利用者の方が１３時からと、なっているので、朝一で利用する人

は駐車場に困ることは、まずないと思うんですね。ただ、お昼の時間のすれ違いにかかっ

た人たちが、出たい車と入りたい車と、そこで混雑すると思うんです。 

 ただ整理しているだけでは解決にはならないんですよね。交代する時間が全くないから、

混雑していると思うんですね。だから、交代が落ちついちゃえば、みんな停められている

という感じなんでしょうけど、それまでがずっと列をつくっているんですね。 

○楢木地域づくり支援室長  多目的ホールを利用されているときは、やはり満車になる

という状況が多くなっているという報告を受けております。 

 ですので、今の対策としては、ソフト的なものになってしまいますけれども、ご協力を

お願いするという程度になっております。現状の対策が不十分ということであれば、指定

管理者はノウハウを持っていると思いますし、市としても今後どのようにしていかなけれ

ばいけないのかっていうのを真剣に考えていくべきかなと思っております。 

○伊藤委員  古いコミュニティセンターっていつ解体になるんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  今年度、実施設計をいたしまして、来年度解体ということ

になります。ただ、どのように利用するかを検討するのは資産経営部でございまして、現

在は未定でございます。 

○伊藤委員  ただ、駐車場がやたらと広くなっても、電車を利用する人がご自由に停め

てしまうという心配も出てくるので、難しいですよね。 

○淡路部会長  工事期間中、駐車場狭くなっちゃいますよね。駐車場の対策がこのまま

では問題の解決にならないというご意見かと思うんですけど、今年度、何らかのもっと踏

み込んだ意見を出したほうがいいですか。これでは不十分だっていうことではなくて。 

○伊藤委員  有料にしたらとかっていうのもあるんでしょうか。何かそんな話もちらっ
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と聞きました。 

○楢木地域づくり支援室長  有料になるとすると、皆さん、ご利用者も有料になります

けれど。 

○伊藤委員  そうですね。 

○曽我辺中央区長  コミュニティセンターに駐車場を何台用意する必要があるかという

議論は多分あると思います。当然、無限大に出せればオーケーだと思いますが、一定の幅

しか出せない。今回この統廃合によって移転後のコミュニティセンター建物敷地が空くこ

とはわかっていましたので、利用者から駐車場を拡張して欲しいとの要望が当然出ると思

うんですね。 

 あと、駅の利用者が不適切に利用する場合も想定できますので、駐車場管理会社に管理

してもらって一部有料って形も考えられると思います。 

○淡路部会長  今の状況を打開するような新しい方策を出してほしいというような意見

を。 

○曽我辺中央区長  コミュニティセンターの管理運営であれば、おそらく、現在実施し

ている事項が駐車場対策としてできる範囲だと思っています。隣に空き地があるので、そ

れについての活用をお願いしたいという声もありましたということを言うことは可能かな

と思います。 

○淡路部会長  隣の施設が解体されたり、また再利用される際に検討してほしいと。 

○曽我辺中央区長  何台かでも、もし調整してもらえるのなら、それは可能かなという

感じはしますけども。ただ、それは資産経営部のほうに話はさせていただくということで

ご理解いただければと思っています。 

○武井委員  地域として、勤労市民プラザとコミュニティセンターを一緒にするという

ときに、今の状況では駐車場が足りないからもっと増やして欲しいと。植栽のところを整

理すると七、八台ぐらい作れるはずだからやってくださいっていう話を要望として出して

いたのだけど、それは様子を見てからという回答だったわけで。今その様子なんだけど、

ダンスパーティーの利用者が予想外にものすごくて、現実問題として、そこの利用者が、

みんなかなり車で来るんですよ。その結果、満車になって、隣のリラックス館のほうまで

停めて、そこからも苦情が来るというようなそんな状況になっている。簡単にあと１０台

増やしたら解決できるかっていうと、結構難しいんだけど、何とかしないといけない。 

 地元では、すぐに違法駐車を取り締まって欲しいという要望を出すので、コミュニティ

センターの駐車場がある通りはよく取り締まっているようです。 

○楢木地域づくり支援室長  コミュニティセンター利用者が違法駐車、駐車できないか

ら周りに停めてしまう。 

○武井委員  そう、周りに停めている車両がある。そんな状況ですので、だから利用者

のほうで遠慮してくれるとか、何か本当に方法を考えないと、ここに書いた対策ではどう

しようもないねっていう印象を持ったんでね。 

○楢木地域づくり支援室長  理由が、やはり４階の多目的ホールの利用者さんが使うと

きが満車になることが多いため、その方たちに何とか相乗りをして来ていただきたいと言

うしかないと考え、指定管理者からも言ってもらっているんですけども、ご協力がまだ得

られてないのかなというのがございます。 
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○伊藤委員  結構、多方面から見えているらしいんです。地元じゃないんですね。それ

で、今日も何か当日券５００円って書いてありました。ホテルなんかに行ったら大変です

もんね。 

○淡路部会長  そうですね。４階は３，１６０円。 

○伊藤委員  結構、使っているんですよね、ダンスでね。 

○楢木地域づくり支援室長  武井委員がおっしゃったように、１０台増やしたからとい

って、この問題が解決するということではないので。一方で、利用者さんに気持ちよく使

っていただくために、相乗りとかのご協力いただきたいというのを根気強く、言っていか

なければいけないのかなとは思っております。 

○伊藤委員  見ていると、やっぱりこのキャリーバッグを引っ張って結構大きなものを

持ってくるんですよ、みんなそれぞれね。だから、車をとめて出して持ってくるんでしょ

うけど。 

○淡路部会長  衣装お持ちでしたよね。 

○伊藤委員  そうですね、衣装がね、そう。何着も持ってくるかわかんないんですけど

も、多分ね。 

○淡路部会長  今いただいた意見、今後の改善事項というところかなと思いますが。 

○伊藤委員  解決までいかなくても、たとえ１０台でもやっぱり当座としては、１０台

でもとめられるようになるといいのかなというふうに思いますけどね。 

 植栽のスペースを整理して。 

○楢木地域づくり支援室長  ２７年度の選定評価委員会のときにもそういうお話があり

まして、３４台から７０台増えますので、そのときの状況を踏まえて検討させていただき

たいという回答は当時させていただきました。 

○淡路部会長  いよいよ、そこを検討していただきたいという。 

○楢木地域づくり支援室長  そうです。こちらは市の検討課題になるのかなと思います。 

○淡路部会長  ほかにありますか。 

○楢木地域づくり支援室長  あと、利用者アンケートの件については、指定管理者提案

事項ということで、プラス評価の「◎」になっておりますが、実施してないということで、

こちらも選定の理由でございますから、ぜひやっていただきたいと考えております。 

○淡路部会長  今、伊藤委員から具体的に、コミュニティまつりのときにアンケートを

したらどうかというやり方のご提案ありましたけど、それも含めて。 

○楢木地域づくり支援室長  そうですね。ありがとうございます。 

 あと、先ほど伊藤委員がおっしゃられた研修ですね、こちらのＦｕｎ Ｓｐａｃｅ、オ

ーチューを選定した理由としまして、研修内容が充実しているという記載があります。 

○事務局職員  モニタリングのときに、未利用者アンケートについては２９年度中には

やりますという話は伺っています。具体的にどこでやるかっていうのは、検討中だってい

うことでした。今の所長が他の市内のコミュニティセンターで未利用者アンケートをやっ

た事例としては、商業施設の中で２時間ぐらい場所を借用し、アンケートを配って回収さ

せていただいて声を拾ったと。今回もこの事例と同じような形でやれたらいいなというこ

とは伺っていますけれども、具体的にどのようにやっていくかっていうのは伺っていない

です。 
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 あと、「あそぼうさい」のときに未利用者アンケートをやれないかを検討した結果、来

場者数が多過ぎるので、アンケートの配布と回収は難しいという結論になったと伺ってお

ります。 

○淡路部会長  今日の意見を踏まえて、また具体的なやり方を考えて、今年度中にやっ

ていただくということで。 

○楢木地域づくり支援室長  はい。 

○事務局職員  研修は、休館日に職員向けの研修を実施しており、その際に、制度の説

明を行っているが、職員から、「やりたい」ですとか「興味がある」というお話がないと

いうことでしたので、周知だけじゃなく、積極的に使ってもらえるように、所長のほうか

ら背中を押してくれるようにしてもらわないと使いづらいんじゃないでしょうかというこ

とで、２回目のモニタリングのときにお話はさせていただいたところです。 

 折りにふれて、伊藤委員からの指摘をお話をさせていただければと考えております。 

○伊藤委員  この提案が出されたときって画期的でしたよね。そんなことするんだって

いうことで。それはやはり選ばれた要因の一つでもなっているんで、それはぜひやって進

めていただきたいですね。 

○淡路部会長  そうですね。「◎」になっているところですので。 

○伊藤委員  そうですね。 

○淡路部会長  ちょっと私の意見です。研修をお願いするときって、こういう経験を持

っている人は必ずこれを受けてくださいとか、あと、長年やっていたり、何年目以上の人

は必ずこの資格を持つとか、この研修を受けてくださいとか、そういう一定の縛りを与え

ないと、誰でもいいからやってくださいとかっていう働きかけだけでは、多分あんまり動

かないのかなと思います。 

○吉田委員  すみません、ちょっと提案時のことを知らないのでお聞きするのですけれ

ども、青いほうの提案書の１４ページに皆さんいろんな資格をお持ちですって書かれてい

て、その資格の指定はされていなく、資格の取得を応援しますよみたいなご提案だったん

ですか。 

○事務局職員  そういうことです。吉田委員がおっしゃったことについては、提案時は

こういった職員、資格を持っている職員がいますという提案をいただいているところで、

それとまた別に、伊藤委員がおっしゃっているところは、職員の資格取得のバックアップ

をしますと。 

○吉田委員  お持ちでなかったら、こういったここに限らず、どんな資格でもという形

ではあるということですね。 

○事務局職員  ということですね。そこがお話にも出たとおり、選定した理由の一つで

もあるので。 

○吉田委員  やはり、業務に必要そうなところからお勧めされていって、例えば防火管

理者とか、平日の講習になったりするでしょうけれども、こういったものがありますよと

いう、より皆さんの今後の業務にも役立つようなものをちゃんとお勧めするような制度と

いうものが必要なのかなと思います。 

○事務局職員  そうですね。私も防災管理者の講習を受けて資格を持っていますが、資

格を持っているから何ということじゃなくて、建物の防災管理の考え方っていうのが身に
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つくので、今いる副所長のお二人はこの資格を保有していないとのことでしたので、どう

ですかと提案をさせていただいているところです。淡路部会長がおっしゃるとおり、こう

いった研修は受けておいたほうがいいよっていう何かそういった縛りじゃないですけれど

も、こちらからも資格を提案していきたいと思います。 

○楢木地域づくり支援室長  提案書の１６ページのほうに具体的にございます。研修計

画も出しておりますから、これに基づいてやっていただければなと思っております。 

○淡路部会長  あと、評価のところでご意見ありますか。 

○横山委員  今回、管理の評価の元になるモニタリングレポートなんですけれども。予

想外の「×」がたくさんという結果で、「Ｄ」というのは及第点なのか落第点なのかよく

わかりませんけれども、大きく分けると三つ問題があるかと思うんですね。 

 まず、一つ目は日報が不備であるということと、二つ目は業務の不実施があるというこ

と、三つ目は手続的な瑕疵というか、実質問題ないけど、手続的に書面が整ってないとか、

事務的な単純なミスみたいなこともあると。 

 この日報の不備というのは、原因は何なんですか。要するに、当該関係者の無理解とい

うことなんですか。例えば、連絡は小まめに頂戴みたいなことが書いてあるところもある

のですけど、それで足りると思ってたのか。単なる誤解なのか。誤解といってもいろいろ

あるかとは思うのですけど、無知なのか、それで十分だと思っていたのか。 

○事務局職員  今の横山委員のご質問についてですが、建物管理をする際は、１日の記

録、誰が出勤していて、利用者さんが何人いらっしゃって、どこの諸室が使われたとかの

記録としての日報を全く作成していませんでした。掃除にしても、この部屋を掃除したっ

ていうチェック表しかないとか、設備にしても今日はどこを点検したとか。空調の点検記

録はあるけども、建物全体としての業務記録は作成されていなかったところです。 

 １回目のモニタリングのときに勤労市民プラザ時代は建物全体としての業務記録をつく

っていたとのことでしたが、コミュニティセンターに変わったときに部署ごとの記録だけ

でいいと思ってたと所長がおっしゃっていて、日々の記録がないと月次報告とかもつくれ

ないはずですから、必ずそれをつくってくださいと指摘したら、実はこういうものもあり

ますと、ほかの施設で使ってたものが出てきました。では作成してくださいと依頼したと

ころ、１回目のモニタリングの翌週から、すぐに日報を作成しましたという報告を受けま

した。 

○横山委員  当該企業体は、半分もうこの指定管理を生業にしてるような業者さんです

よね。初めての業者さんじゃないし、市内でもほかに実績がある業者さんですよね。問題

は、個人的な問題なのか、組織的な問題なのか。そこを追求するつもりではないですが、

問題があるというふうに理解してよろしいということでしょうかね。問題があった、過去

形で。 

○事務局職員  そうですね、過去に問題があったということで、現状は問題なく管理運

営を行っております。 

○横山委員  改善できる能力もあったわけでしょう。 

○事務局職員  そうですね、おっしゃるとおりでございます。 

○横山委員  別にそこを指摘するつもりではないんですけど、ちょっと問題があるとい

う、そういう理解でいいんだなということで。 
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○事務局職員 はい。 

○横山委員  あと、一部事業の未実施ということなんですけれども、なかなかできない

事業もあるのかもしれませんけど、多分さぼりみたいなものもあるかもしれませんので、

その辺、市はどういう受けとめ方をしているんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  事業というのは、自主事業のことですか。 

○横山委員  自主事業の部分もありますし、あと、当該計画ではやるべきものをやって

いなかったとか。 

○楢木地域づくり支援室長  やはり、管理運営の基準は基本でございますので、そちら

を実施していないというところについては、もう必ずやってくださいということです。 

○横山委員  というのは、先ほど申し上げたように、初めての業者さんじゃないわけで

すから、やっぱりこれをやんなきゃいけないということで、逆に市が甘くみられているの

かなと。 

○楢木地域づくり支援室長  プラス評価の部分につきましても、先ほど伊藤委員もおっ

しゃられたとおり、職員向けの研修等を実施することが選定した理由の一つということで

ございますので、やはりプラス評価、提案されている部分についてもやっていただきたい

というのが基本でございます。 

 ただ、施設種別が勤労市民プラザからコミュニティセンターに変わって、指定管理者は、

主な利用者が企業さんから地域のサークルに変更になりましたので、利用者への対応をよ

り丁寧にやらなきゃいけないということと、移転した２８年度当初は戸惑いがあったので

はないかと市では見ております。 

 ただ、それに甘えてはいけませんので、１年たって改善点が見えてきていることから、

これからはこの管理運営の基準のプラス評価を実施するよう、指示・指導をしていきたい

と思っております。 

○横山委員  ありがとうございます。 

 もう１点、すみません。「モニタリングレポート」の資料、資料としては４－２、①の

２の（６）の「ア 設備・備品管理」の部分で「×」がついています。理由として、スポ

ットクーラーを導入して大型扇風機は社内で調達したけど、仕切りネットは要望がないと

いうことで購入を行っていないと、多分ここをマイナス評価されたと思うんですけど、そ

のとおりですかね。 

○楢木地域づくり支援室長  そうです。 

○横山委員  わかりました。が、私の意見ですけど、非常に役所的な発想なのかなと。

ニーズがないのに買わなきゃいけない、予算を消化しなきゃいけないという、何かそうい

うお考えなのかなという気がして。別に合理性からすれば、要望がないので買わないとい

うのは、むしろ節約したということで評価すべきなんじゃないかなという意見です。 

 最終的に、市による評価、最後の質問なんですけれども。「Ｄ」という総合評価になっ

ておるのですけれども、これは５段階評価の位置付けというのはわかるんですけど、及第

点なのか落第点なのかっていう、市の実質的な見方ってどうなんですかね。厳しい見方を

しているという、そういうことですかね。 

○楢木地域づくり支援室長  そうですね。最終的には改善されたとはいえ、日報を作成

していなかったなど、基本的なところができていなかったというところは、問題であった
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という判断をしております。 

○横山委員  だから、市は問題視しており、厳しく見てるから、「Ｄ」と書いてあると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○楢木地域づくり支援室長  はい。 

○横山委員  わかりました。 

○武井委員  今のと関連して、何かその「Ｄ」評価っていうのを僕もちょっと、かわい

そうなのかなという気が半分したんだけど。例えばモニタリング評価の４ページのところ

で施設の開放なんかがありますでしょう。そのときに、スポーツ施設、５月５日無料解放

の日も、実際には専用使用が入っちゃったから使わせませんでしたって、記載してありま

すよね。その理由がおかしいんじゃないかと質問書の中で書いていたら、無料開放すると

いうふうには決めてるけど、何時間、どの施設をやるかっていうのもはっきりさせていな

いから、専用利用の時間帯とかもここの指定管理者が自由に判断できるような感じを市が

持っているというほうが、問題ではないのと。 

 無料開放を実施しますというのは、市政だよりにも載せてみんなに周知しているにもか

かわらず、開放しないで専用利用にするということが起こったら、それはまずいよって市

が言わなきゃいけないし、ここの施設を、好き勝手に活用してもいいというふうに指定管

理者が感じているんじゃないかっていう気もするんだけど。 

○吉田委員  ９ページのこの５月５日の話ですね。 

○武井委員  そうそう、５月５日の。 

○吉田委員  インデックス１１の９ページの無料開放で５月５日、こどもの日なのに専

用利用は午前、午後、半館ってなっているところのお話ですよね。 

○武井委員  そうそう。予約が入ってしまったから無料解放できないなんて、おかしい

と指導すべきなのに言わないのかと。 

○吉田委員  市でやってくださいとしてるはずなのにってことですね。 

○武井委員  そうです。 

○楢木地域づくり支援室長  市と指定管理者との意思の疎通がうまくいかなったことに

起因しているため、強く言えなかったことがあり、反省点でございます。 

○吉田委員  すみません。その日報とかに関して、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅやオーチューの

社内で、本部からチェックするような体制とかは特に設けられていないんですか。当然ほ

かの施設ではそういったものがあると思うんですよ。 

 幾つも管理されている企業であれば、そういったバックアップ体制もあるんだろうって

期待も込めてこういう依頼をしているところもありますので。その辺の本部の指導という、

本社経費も費用負担を計上していると思いますので、その本部のバックアップ体制や、市

だけでなくて、その企業体にお願いしている以上、その企業内でのチェック体制っていう

ものも確認させていただきたいなと思いました。 

○横山委員  すみません、意見を述べていなかったので。 

 先ほどの武井委員や伊藤委員の問題点の指摘を踏まえて、委員会で述べるべきと思って

おるんですけれども。その駐車場に関して、やはり改善を求めたいというふうな一つの意

見でして。例えば一例ですけど、利用団体への直接的働きかけ。要するに、先ほどのダン

スの団体であれば、当然、予約の段階で代表者がいるということですから、一つの例です
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けれども、１０台は確保するけど、その中で抑えてくれとか、そういうことで直接働きか

ける、あるいは、規制であるとか特典を与えるというような方法で、何か積極的に働きか

けをしていくしかないんじゃないかなという気がします。 

 例えばゲートをつくったり、有料化するとかってなると、多分、条例の問題だったり、

これは指定管理者の問題じゃなくなっちゃうと思うので。 

○淡路部会長  そうですね。 

○横山委員  できる範囲でっていうのは多分、利用の団体に直接働きかける、強い働き

かけをすべきであるということ。 

 あともう一つ、地区的な偏りがあるんじゃないかということですけど、中央区は基本的

にコミュニティセンターはここだけですよね。 

○楢木地域づくり支援室長  中央コミュニティセンターもございます。 

○横山委員  でもちょっと特殊ですよね、あそこは。 

○武井委員  もともとは、中央コミュニティセンターとこことで、中央区の中をカバー

するというのがあったかと。 

○横山委員  一応すみ分けがあるということですか。 

○武井委員  ありますね。 

○横山委員  こちらが担当しているコミュニティセンターだけでもいいんですけど、も

うちょっと全区的にＰＲしていただきたいという部分ですよね。 

 未利用者へのアンケートっていうの、全く利用してない人つかまえてっていうのは実際

難しいと思うので、例えばここの所長さんであるとか責任者が各自治会などを訪問して、

自治会長さんとかとちょっと意見交換とかしていただくとか、そういうアウトリーチの方

法も何か検討していただきたいと。 

○武井委員  そうですね。ただ、その未利用者のアンケートを確か提案したときに駅と

かでやるとかっていう話を聞いた覚えがあるのだけど。結構、積極的にやるんだなという

印象が残っていて。 

○横山委員  具体的な方法を覚えてなくて、何かそんなような話あったかなって。 

○武井委員  何かそんな話、しましたよ。 

○横山委員  ただ、今おっしゃった方法で実際やるとしたら大変だと思うんですよ。も

うちょっと現実的に、何かでき得る方法で。例えば今、申し上げたように、例えば自治会

長さんを訪問して、嫌だとは言わないでしょうから、だから話合いの機会を持ってくれる

よう依頼するとか。 

○淡路部会長  アンケートに限らずっていうことですね。 

○横山委員  そうですね。 

○淡路部会長  話合いの機会を地域でやることで利用者も広がるだろうということです

ね。 

○横山委員  そうですね、ここのＰＲですけれども、そういうご活用を図っていただき

たいと。 

○淡路部会長  わかりました。ちょっと今出た意見を全体の評価の前に整理しますと、

まず駐車場の対応というのが一つあって、今、指定管理者のほうで想定しているものでは

不十分であろうと。その中で、意見としては、まず、植栽の部分について整理することで
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数台増やすことを検討してはどうかと。それから、旧コミュニティセンターを壊す時期に

合わせて少し拡張できないかということを検討する段階ではないだろうかということ。そ

れから、今ご意見いただきました、利用者に対する直接的な働きかけが必要ではないか、

予約の段階に働きかける、あるいは、特典を与える、台数を何台までにしてくださいとい

うようなキャップをはめるとか、そういった具体的な働き、強い働きかけが必要ではない

かというところです。 

 それから、事業のＰＲの範囲が狭いのではないか、今井地区のみではないかという印象

があるので、駅の向こう側に対しての働きかけが必要ではないか。ほかの施設があるなし

にかかわらず、同じ地区として周知してもいいのではないか。あと、紙ベースでの周知の

方法についても検討してもらいたい、ウェブ上でも周知に力を入れているようだけれども、

紙についても併せて検討してもらいたいというようなところ。 

 それから、未利用者に対するアンケートについては、今年度中にやられるというような

ことを言っていただいていますが、難しい方向ではなくてできるようなことでやってほし

いと。 

 また、自治会の会長さんの訪問っていうのも、この未利用者の意見を聴取するのとＰＲ、

両方ですよね。 

○横山委員  両方。 

○淡路部会長  両方ですね。両方の効果として、自治会長、自治会の委員、役員の方へ

の訪問というのも有効ではないか。それは、ですから今井地区だけではなくて、線路の向

こう側の地区にも併せて実施してはどうかというところですね。 

 それから、研修については非常に当初評価したポイントであるものの、今は十分な状況

ではないので、職員に対する具体的な働きかけで業務に必要な資格から積極的に働きかけ

をして、取得に向けて動いてもらいたいというところです。 

 そして最後に、日報の不備などに見られる基本的な管理運営の体制が不十分であるとい

うことは指摘されるので、ここの部分については基本に立ち返って、この分野のプロであ

る事業者として、きちんと行ってもらいたいというような表現でよろしいでしょうか。 

○横山委員  極めて遺憾であるという。 

○淡路部会長  ありがとうございます。 

 というような意見が出ましたが、漏れてないでしょうか、何かほかに不足はないでしょ

うか。よろしいですか。 

 そして、最後に総括評価ということで、市のほうからは「Ｄ」という評価になっており

ますが、ここの段階で「Ｄ」という評価でよろしいかどうかというところなんですけれど

も。「Ｄ」の下は「Ｅ」しかなくて、「Ｄ」の上は「Ｃ」ということで普通ということで

すけども。 

 今、幾つかご意見いただいたような点で、運営上不十分、あるいは、工夫が必要である、

利用者の方のためになるような工夫が必要であるなどの意見がありましたが、「Ｄ」とい

うことで、委員の皆さんはよろしいですか。 

○横山委員  意見ですけれども、結論はよいと思うのですが、先ほどから言ったとおり、

市としてやっぱり問題点を幾つか厳しい目で見てると、そういうことがここに書かれてい

るという、そういう前提でいいのかなと。逆に「Ｅ」となると、評価の内容で全般におい
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て水準に達しておらずということですので、そこまではいかないと思いますので、厳しく

も温かい目で見ていくという感じで。 

○淡路部会長  そして、危機感を持ってほしいということですね。 

○横山委員  そうですね。逆に指定管理者のほうは。 

○淡路部会長  あとは、期待をしているので、「Ｅ」ではないということ。 

 では、「Ｄ」ということでよろしいですか。 

（異議なし） 

○淡路部会長  ありがとうございます。 

 では、次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなってい

ますので、これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うこ

ととなりますが、一部の資料は一般に公開されていない法人情報を含んでおり、千葉市情

報公開条例第７条第３項にもあります、非開示情報となりますので、同条例第２５条ただ

し書きの規定により、ここからの会議は非公開といたします。 

 なお、その後に行います、指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化

の方策、また、改善を要する点等に関する意見交換については公開とします。ただ、今日

は傍聴人の方がいらっしゃいませんので、このまま続けていきたいと思います。 

 それでは、公認会計士である吉田委員から、指定管理者の財務状況等に関して、計算書

類を基にご意見をお願いいたします。 

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○淡路部会長  それでは倒産・撤退のリスクについては少ないというようなことで、今

回の意見とすることでよろしいですか。 

（異議なし） 

○淡路部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に、指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、

また、改善を要する点等に関する意見交換、これはこのまま進めさせていただきます。本

来ですと、ここから公開ということになります。 

 今、申し上げた部分について、「指定管理者年度評価シート」等を基に委員の皆様から

ご意見を伺いたいと思います。施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、改

善を要する点ですね。 

 先ほど幾つかもう既にいただいておりましたので、それはよろしいですね。 

○楢木地域づくり支援室長  はい。先ほどのご意見で結構です。 

 淡路部会長がおっしゃった内容をまとめさせていただきまして、ご意見とさせていただ

ければと思います。 

また、最終的に文章にいたしますので、淡路部会長と事務局とで調整させていただき

ます。 

○淡路部会長  ありがとうございます。 

 では、２８年度の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての審議は、終

了ということでよろしいですか。 

（異議なし） 
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○淡路部会長  ありがとうございました。 

 それでは、最後に議題３の「その他」について、事務局からお願いいたします。 

○事務局職員  それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。 

 本日、委員の皆様よりいただきましたご意見等につきましては、淡路部会長から選定評

価委員会の小野寺会長にご報告をさせていただきまして、その後、小野寺会長から市長宛

てに委員会の意見として答申をしていただくことになります。この委員会の答申を受けま

して、市は委員会のご意見を「指定管理者年度評価シート」に記載し、９月上旬までに市

ホームページに掲載し、公表するとともに、指定管理者へ通知をいたす予定でございます。 

 同様に、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同じく市ホームペー

ジにて公表することとなります。公表の時期等が決まり次第、委員の皆様には、またご報

告をさせていただきたいと思います。 

 なお、本日の部会の会議録につきましては、後日、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、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○淡路部会長  ありがとうございます。 

 今の説明について、ご質問、ご意見ありますか。よろしいですね。 

（なし） 

○淡路部会長  それでは、全体を通して最後に何かご質問、ご意見等ありますでしょう

か。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○淡路部会長  では、皆様方のご協力で、本日の議事すべて終了いたしました。ありが

とうございました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○事務局職員  それでは、皆様、慎重なご審議、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２９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

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 

 

 


