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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回稲毛区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月１０日（月）１５：００～１７：１５ 

 

２ 場所：稲毛区役所 ３階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

稲垣 總一郎委員（部会長）、印南 耕次委員、西川 明委員、藤沼 昭和委員 

（２）事務局 

橘稲毛区長、立石地域づくり支援室長、福島主査、原田主事 

 

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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター 

イ 千葉市稲毛区長沼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、稲垣委員を部会長に、齋藤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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター 

 平成２８年度に千葉市稲毛区穴川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。 

イ 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター 

  平成２８年度に千葉市稲毛区長沼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  それでは、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

民局指定管理者選定評価委員会第１回稲毛区役所部会を開会いたします。 

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

りがとうございます。私、本日、司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり
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支援室主査の福島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

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

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ください。なお、現

在は傍聴人の方はいらしておりません。 

 それでは、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 稲垣總一郎委員でございます。 

 印南耕次委員でいらっしゃいます。 

 西川明委員でいらっしゃいます。 

 藤沼昭和委員でいらっしゃいます。 

 なお、齋藤裕美委員におかれましては、本日、ご欠席ということでございます。 

続きまして、職員につきまして、ご紹介させていただきます。 

稲毛区長の橘でございます。 

 続いて、地域振興課の職員でございます。 

 地域づくり支援室室長の立石でございます。 

 主事の原田でございます。 

 最後に、改めまして、私、主査の福島でございます。 

 以上、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、開会に当たりまして、区長の橘か

らご挨拶申し上げます。 

○橘稲毛区長  改めまして、皆様、こんにちは。委員の皆様におかれましては、本日は

お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 今年度、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の委員改選が行われ、今回は委員改選

後、初めての選定評価委員会でございます。稲毛区役所部会におきましては、印南委員さ

ん、それから本日欠席ですが、齋藤委員さん、それと藤沼委員さんのお三方に新たに当部

会に所属いただくことになりました。皆様、当部会の評価業務につきまして、ご協力のほ

どよろしくお願い申し上げます。また、稲垣委員さん、西川委員さんにおかれましては、

引き続き、よろしくお願いいたします。 

 本日は、穴川、長沼両コミュニティセンターについての平成２８年度の年度評価をして

いただきます。委員の皆様におかれましては、ぜひとも忌憚のないご意見を賜りますよう

お願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。本日は、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○事務局職員  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。 

まず、ファイルとは別に、机上に「諮問書」をご用意させていただきました。 

次に、ファイルをお開きいただきまして、上から順にご確認願います。 

 まず、開いて最初に「次第」がございます。次に、１ページに「席次」がございます。

続きまして、３ページに「配付資料一覧」がございます。続きまして、５ページに本部会

の「進行表」がございます。続きまして、資料２でございます。７ページに、「委員名

簿」がございます。続きまして、資料３でございます。９ページに、「稲毛区役所部会で

審議する公の施設一覧」がございます。続きまして、穴川コミュニティセンターに関する

資料４-１から４-５でございます。まず、資料４－１が「指定管理者年度評価シート

（案）」でございます。資料４－２、１９ページが「指定管理者モニタリングレポート」
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でございます。資料４－３、２４ページが「平成２８年度事業計画書」でございます。資

料４－４、１３６ページが「平成２８年度事業実施報告書」でございます。次に、資料４

－５、３１８ページが「指定管理者計算書類等」でございます。続きまして、長沼コミュ

ニティセンターに関する資料でございますが、資料５－１、３４２ページが「指定管理者

年度評価シート（案）」でございます。資料５－２、３５２ページが「指定管理者モニタ

リングレポート」でございます。資料５－３、３５６ページから「平成２８年度事業計画

書」でございます。資料５－４、４４６ページから「平成２８年度事業報告書」でござい

ます。資料５－５、５３０ページから「計算書類等」でございます。 

 続きまして、参考資料１でございますが、５８８ページから「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」でございます。参考資料２、５９２ページでございます

が、「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」でございます。続きまして、参考資料３、５９４ページが、「部会の設置について」

という資料でございます。参考資料４、５９６ページから、「千葉市情報公開条例・施行

規則 抜粋」でございます。参考資料５、５９８ページから、年度評価シートの「評価の

目安」でございます。最後になりますが、参考資料６、６００ページから、６－１といた

しまして、「穴川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の意見

等」でございます。６０２ページ、参考資料６－２が、「長沼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の意見等」ということでございます。 

 以上、お配りしております。おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせい

ただけますでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  ありがとうございます。 

 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、全委員５名のうち、４名にご出席いただいており、半数以上のご出席があります

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、会議は成立しております。 

 それでは、これより、議事に入らせていただきます。 

 なお、部会長が決定するまでの間、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  ありがとうございます。それでは区長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長（橘稲毛区長）  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。 

 早速ですが、議題１、「部会長及び副部会長の選出について」でございます。 

 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がいれば、ご意見をお願いいたします。 
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○西川委員  この委員会を熟知されてる稲垣先生に、お願いしたいと思います。 

○仮議長（橘稲毛区長）  ただいま、西川委員から、稲垣委員を部会長にとのご推薦を

いただきました。そのほか、ご意見等、ございますか。 

 ほかにご意見がなければ、稲垣委員さんいかがでしょうか。皆さんご異議ありませんで

しょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（橘稲毛区長）  では、ご異議ないようですので、稲垣委員さんに部会長をお

願いいたします。稲垣部会長さん、部会長席へご移動をお願いいたします。 

 それでは、部会長が選出されましたので、稲垣部会長さんより、一言、ご挨拶をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  ただいまご推薦いただきました稲垣です。昨年に続いて、またやらせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

○仮議長（橘稲毛区長）  ありがとうございました。それでは、部会長が選出されまし

たので、ここで議長を稲垣部会長に交代したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局職員  なお、橘区長は所用により、こちらで失礼させていただきます。 

○橘稲毛区長  それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局職員  それでは、稲垣部会長、議事進行の方をよろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  では、副部会長さんの選任をしたいと思いますが、互選又は立候補、ど

なたかご推薦をいただければと思いますが。 

 もしほかにご意見なければ、本日お休みではいらっしゃいますが、常任委員の齋藤委員

を推薦したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、副部会長は齋藤委員に決定とさせていただきます。 

続きまして、議題２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」に

入らせていただきます。年度評価の概要について、事務局より説明をお願いします。 

○立石地域づくり支援室長  それでは、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、概要を説明させていただきます。 

 年度評価は、１年間の指定管理者による管理運営を評価し、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。 

 このため、選定評価委員会を開催し、委員の皆様からのご意見をいただく機会を設け、

次年度以降の管理運営に反映させるため実施するものでございます。 

 評価の方法でございますが、市が現地視察やヒアリング等を通し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、「指定管理者

年度評価シート」を作成しております。 

 なお、「指定管理者年度評価シート」は、今回実施する平成２８年度の管理運営の評価

から新しい書式となっております。これは千葉市において指定管理者制度の全体を総括す

る総務局業務改革推進課が平成２７年３月に「千葉市指定管理者制度運用ガイドライン」

を新たに策定したことによるものです。 

 それでは、資料４－１、１１ページになりますが、穴川コミュニティセンターの「指定

管理者年度評価シート」をご覧ください。こちらを例に挙げ、評価シートの内容について
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ご説明いたします。 

 評価シートは、大きく七つの項目で構成されております。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」ですが、こちらは、施設名称や設置目的などを記載

しております。変更点といたしましては、平成２７年度の指定管理者の選定時に、それぞ

れの公の施設のビジョン・ミッションを明確化したことに伴い、ビジョン・ミッションに

応じた成果指標と数値目標を記載しております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」では、指定管理者名や構成団体などを記載してお

ります。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」では、成果指標に係る数値目標の達成状況などを

記載しております。 

 次に、「４ 収支状況」ですが、（１）の「必須業務収支状況」については、各費目に

ついて計画と提案の差異を示すとともに、その主な要因の記載をしております。（２）の

「自主事業収支状況」では、「本社費・共通費の配賦基準・算定根拠」の欄を新たに追加

しております。（３）の「収支状況」については、利益の還元について、還元額、還元の

内容を新たに記載することになりました。利益の還元とは、一事業年度において、利用に

おける収入が多く、利益が出た場合、これを市との協定に基づき、一定の割合で市に還元

するものでございます。 

 「５ 管理運営状況の評価」ですが、成果指標の目標達成状況を示すものとして、

（１）の「成果指標の目標達成状況」や、管理経費の縮減について定量的に評価する

（２）の「市の施設管理経費縮減への寄与」の項目が新たに追加されたほか、（３）の

「管理運営の履行状況」の中に指定管理者の自己評価欄を加え、評価項目ごとに市の評価

と比較しております。 

 さらに、（４）として、指定管理者選定評価委員会の意見を踏まえて、どのような対応

を図ったのかについて記載する項目を新たに設けたところでございます。 

 これらの項目の評価に当たっては、評価基準を明確化するとともに、評価内容を３段階

評価から５段階評価に変更し、より細やかな評価を実施しております。 

 続きまして、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」ですが、指定管理者が行ったアン

ケート調査結果等を記載しております。 

 最後に、「７ 総括」において、（１）では指定管理者、（２）では市による５段階で

の総括評価を行い、（３）で選定評価委員会稲毛区役所部会の意見を記載することとなっ

ております。 

 次に、委員の皆様からのご意見をいただくに当たって、ポイントとなります評価につい

て説明いたします。 

 参考資料５、５９８ページの「評価の目安」をご覧ください。 

 「評価の目安」については、今までも一定の評価基準はありましたが、全市的に評価の

基準をある程度統一するため、新たに定められたものでございます。 

 この目安を基に評価する項目としては、先ほどの説明の中で申し上げました、「５ 管

理運営状況の評価」のうち、「（３）管理運営の履行状況」と「７ 総括」中の評価欄に

なります。 

 なお、「５ 管理運営状況の評価」の「（３）管理運営の履行状況」についての評価で
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すが、評価に当たり、平成２８年度中に実施しましたモニタリングによる確認結果を踏ま

え、各項目の点数化を行っております。 

 ここで、資料４－２、１９ページになりますが、穴川コミュニティセンター「モニタリ

ングシート」をご覧ください。 

 モニタリングシート中の各項目について、「◎」や「○」などで確認結果を示しており

ますが、この内容が、申し上げました点数化の基となっております。例えば、モニタリン

グシートの評価結果が「○」であれば０点、「◎」であればプラス２点、などというふう

に点数化しております。 

 この点数を基に、下段の表の、例えば評価項目の評価点の平均値が０点の場合、平均値

がマイナス０．５を超え、０．５未満ということで、評価は「Ｃ」となります。 

 実際の評価に当たっては、評価項目に対して、モニタリングシートの１項目あたりの平

均値を算出した上で、その平均値をもって、下段の表に当てはめ、「Ａ」から「Ｅ」まで

の５段階で評価を行います。 

 例えば、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

も「×」がない場合は、評価が「Ａ」となります。 

 ５９９ページをお願いします。 

 年度評価シートの「７ 総括」の「（２）市による評価」については、年度評価シート

と管理運営状況の評価のうち（１）から（３）における評価項目の市の評価の内容をもっ

て、表に当てはめ、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で評価を決定いたします。 

 こちらも例を挙げますと、評価項目の５０％以上が「Ａ」又は「Ｂ」で、評価項目の一

つ以上が「Ａ」、かつ、評価項目に「Ｄ」または「Ｅ」がない場合、総括評価が「Ａ」と

なります。 

 ただ、あくまでも目安ですので、実際の評価に際しましては、点数による評価に加えて、

その他を総合的に判断して決定することとなります。 

 以上により、市で作成をした「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向上、業務効率化の方策、

改善を要する点、また、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くものでございます。 

 最終的には、部会として取りまとめた意見を部会長から選定評価委員会会長に報告し、

選定評価委員会会長から市に答申を行います。 

 なお、答申でいただいた意見は、年度評価シート、「７ 総括」の「（３）市民局指定

管理者選定評価委員会稲毛区役所部会の意見」欄に記載いたします。 

 また、評価結果の取扱いでございますが、選定評価委員会の意見を記載した年度評価シ

ートを市ホームページ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。 

 説明は以上でございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。今の資料の内容の説明ですが、何か、ご質問

ありますか。 

（なし） 
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○稲垣部会長  それでは、各施設の年度評価に移りたいと思います。 

 まず、千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの年度評価を行います。事務局から説明

をお願いします。 

○立石地域づくり支援室長  それでは、穴川コミュニティセンターの年度評価について、

コミュニティセンターの指定管理者の行った平成２８年度年度評価について、ご説明させ

ていただきます。 

 資料４－１、１１ページをお開きください。 

 「１ 公の施設の基本情報」ですが、施設名称から制度導入により見込まれる効果につ

いては記載のとおりでございます。 

 成果指標、「※」がついているところですが、成果指標といたしましては、指定管理者

制度の効果等を測定するため、諸室における施設稼働率及びスポーツ施設における施設利

用者数を設定しております。 

 次の段の数値目標についてですが、諸室の施設稼働率については、市が定めた最終年度

の目標数値５９％に対し、指定管理者が提案した最終年度の目標数値は５９．１％、平成

２８年度の目標数値は５１．１％です。 

 スポーツ施設の利用者数ですが、市が定めた最終年度の目標数値２万３千人に対し、指

定管理者の最終年度の目標数値は同じく２万３千人、平成２８年度の目標数値は２万人で

す。 

 なお、平成２８年度の数値目標については、市が設定した数値はございませんので、選

定時に指定管理者が設定した数値のみを記載してございます。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、指定管理者名は株式会社京葉美

装、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年間です。 

 １２ページをお願いいたします。 

 「３ 管理運営の成果・実績」ですが、指定管理者が設定した平成２８年度の数値目標

に対する達成度をパーセンテージで示しております。諸室の施設稼働率について、達成率

は１１３．８９％、スポーツ施設については１１２．２３％です。なお、括弧書きは、市

の設定した最終年度の数値目標です。 

 また、（２）の「その他の利用状況を示す指標」は、成果指標として設定した項目以外

で、数値として施設の利用状況を示すことができる指標として、コミュニティまつりの参

加人数２万６千人、幼児室利用者数１，６９４人を記載しております。 

 次に、「４ 収支状況」ですが、まず「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」から

ご説明いたします。 

 ２８年度の合計の欄をご覧ください。提案の４，５３８万２千円に対し、計画は４，５

２８万２千円、実績は４，５７７万円でした。 

 計画に対する実績が４８万８千円の増となった要因といたしましては、諸室の稼働率、

スポーツ施設の利用者数が目標を上回ったことによる利用料金収入の増などがございます。 

 次に、１３ページをお願いいたします。 

 支出の２８年度の合計の欄をご覧ください。 

 提案の４，５３３万２千円に対し、計画は４，５２８万２千円、実績は４，３４９万９

千円でした。 
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 計画に対する実績が１７８万３千円の減となった要因としては、光熱水費の抑制及び修

繕費の減などがございます。 

 次に、「（２）自主事業収支状況」についてご説明いたします。 

 自主事業は、当初予定の２１件から４件増の２５件実施しました。 

 収入は４３万６千円、支出は５９万９千円で、収支決算額として１６万３千円の赤字と

なりました。要因としてはロビーコンサートや写真展など、入場料が無料の事業を多く行

ったことによるものなどです。 

 １４ページをお願いいたします。 

 「（３）収支状況」でございますが、必須業務と自主事業を合わせた総収入は、     

４，６２０万６千円、総支出は４，４０９万８千円であり、総収支決算額として、２１０

万８千円の黒字となりました。 

 なお、余剰金は、総収入額の１０％を超えないため、千葉市稲毛区穴川コミュニティセ

ンターの管理に関する基本協定に基づきまして、平成２８年度における利益の還元はござ

いません。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」をご説明いたします。 

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」でございます。こちらは１２ページの「３ 

管理運営の成果・実績」で説明いたしましたとおり、成果指標に対する目標達成率により、

「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価をしておりますが、諸室稼働率、スポーツ施設利用者数

ともに、市としては年度ごとの数値目標は設定していないため、選定時に指定管理者が定

めた年度目標に対する達成率で評価をしております 

 諸室の施設稼働率、スポーツ施設の利用者数ともに、数値目標の１０５％を超え、   

１２０％未満となっておりますので、下の点線で囲まれた評価の内容に基づいて、市の評

価はともに「Ｂ」としております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」でございますが、こちらは市の指定管

理料支出の削減の観点から評価をしております。 

 選定時の提案額３，５１８万８千円に対し、実績額３，５１３万８千円であり、削減額

５万円、削減率は０．１４％となりますので、５％未満でありましたことから、「Ｃ」の

評価としております。 

 １５ページをお願いします。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」ですが、こちらは、年度内に２回実施いたしまし

た、モニタリングの各項目を七つの分野に分類し、それぞれにおいて指定管理者による自

己評価、市による評価を行っております。 

 資料４－２のモニタリング結果に基づき、点数計算した結果、市の評価はいずれの項目

も「Ｃ」という評価でした。 

 なお、「Ｃ」は、下の点線で囲まれた評価の内容のとおり、「概ね管理運営の基準・事

業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていた」という評価です。 

 各項目において評価した点は、特記事項に記載のとおりでございますが、モニタリング

レポートから、評価のポイントにつながるところを幾つかご説明させていただきます。 

 資料４－２、１９ページをご覧ください。 

 「２ 施設管理能力」の「（４）従業員の能力向上」につきましては、職員を計画的・
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継続的に育成するという市の基準を上回る提案があり、当該研修の実施を確認しておりま

す。 

 次に、２０ページをお願いします。 

 「エ その他施設管理」の駐車（駐輪）場管理業務の実施でございますが、穴川コミュ

ニティセンターは、区役所と共通の駐車場・駐輪場を使用しているため、管理業務は区役

所で実際は実施しておりますが、「駐車場・駐輪場の適正な利用について意識づけを行

う」という提案がなされておりまして、実際にポスターの掲示や声掛けなど、提案内容の

実施を確認しております。 

次に、２１ページをお願いします。「（３）の環境への配慮」で、照明器具のＬＥＤ

化という内容がありますが、計画的なＬＥＤ化を推進しており、光熱水費の抑制がなされ

たことを確認しております。 

 次ですが、「４ 施設の効用の発揮」の「（４）利用者への支援」の耳の不自由な利用

者への対応については、職員の手話講習受講を提案しておりましたが、実際には実施して

いなかったため、確認結果を「×」としております。しかし、２９年８月に受講予定であ

ることを確認しておりますので、併せて報告させていただきます。 

 次に、２２ページをお願いします。「（８）自主事業の効果的な実施」について、通常

の利用者の利用の妨げにならない配慮の内容として、稼働率の低い時間帯や調理室を活用

して事業を実施するなど、稼働率アップにつながる施策がされていることを確認しており

ます。 

 また、次の、青少年健全育成、高齢者・障害者福祉、市民意識醸成などをテーマとした

事業としては、発達・知的障害児・者を支援するＮＰＯ法人ハーモニーが出店するなどの

連携活動を確認しております。 

 「５ その他の提案事項」の「（３）障害者雇用の確保」としては、２８年度に特別支

援学校卒業生を１名雇用したことを確認しております。 

 それでは、年度評価シートの説明に戻ります。資料４－１の１５ページをお願いします。

「（４）市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区部会意見を踏まえた対応」についてです

が、平成２７年度に稲毛区部会でいただいた「利用者のマーケティング等により更なる利

用者増を図られたい」という意見を受けまして、アンケートに独自項目を設定して利用者

の属性等の把握に努め、管理運営や自主事業に反映させております。 

 また、「インターネット予約等に対し、利用者への説明等を継続されたい」というご意

見には、インターネット予約等に対する問い合わせに対して、引き続き、丁寧な対応に努

めました。 

 その結果といたしまして、インターネット予約に対する問い合わせも減少してきており

ますし、利用者数・稼働率についても、目標値を上回る結果となりました。 

 １６ページをお願いします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）指定管理者が行ったアンケート調

査」の結果についてですが、調査方法、回答者数、質問項目及び結果については、ご覧の

とおりでございます。 

 調査結果の概要といたしましては、８月は館独自の項目を加えて実施しました。 

 １月は、全コミュニティセンター統一で、コミュニティセンターにおける満足度調査を
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実施いたしましたが、ともに各項目について、全体的に「不満」・「非常に不満」の回答

は少なく、利用者の皆様におおむね満足いただいたと理解しております。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見、苦情と対応」についてはご覧のとおり

でございます。 

 １８ページをお願いします。「７ 総括」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者による自己評価」は、「Ｂ」でございました。 

 所見といたしましては、管理運営面において、館内照明のＬＥＤ化を進めて、省エネ・

節電に努めた結果、大幅な光熱水費削減を達成したということ、運営管理面において、快

適に利用していただくための利用環境を整えたこと、自主事業において、利用者のニーズ

を把握し、当初計画以上の事業を実施したことなどを挙げております。 

 （２）の「市による評価」は、１４ページの「５ 管理運営状況の評価」において、

「Ｂ」評価が２項目、「Ｃ」評価が８項目であったことから、管理項目の２０％以上が

「Ａ」又は「Ｂ」、かつ、評価項目に「Ｄ」または「Ｅ」がない場合に該当するため、こ

の「評価の目安」に基づき、総括評価を「Ｂ」といたしました。 

 また、所見として挙げた諸室の稼働率、スポーツ施設の利用者数がともに年度目標を大

きく上回ったこと、提案どおりに障害者の雇用や心のバリアフリー教育を実施したこと、

障害者と健常者の交流を図る自主企画事業を実施したことなど、公益的な活動成果が見ら

れたことを評価したものでもあります。 

 穴川コミュニティセンターの指定管理者評価シートの説明につきましては、以上でござ

います。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。総括評価の市と指定管理者の評価は、結局、

同じということになるんですかね。 

○事務局職員  はい。 

○稲垣部会長  ご質問、ご意見など、ございましたら。皆さんいかがですか。私は特に

意見というほどでもないのですけれども、「Ｂ」は「Ｂ」かなと思うのですけれども、こ

の「Ｂ」の理由が稼働率のアップですね。その稼働率のアップという中身を見ると、結局、

自主事業で諸室の利用率が低いところを狙ってと言っちゃおかしいけど、それを意図的に

やっている。自主事業だと結局、例えば２０名定員のところに２人しか来なくても、部屋

としては稼働しているので、いわゆる稼働率は上がるわけですね。極端なことを言うと。 

 だけど、自主事業で穴埋めしたら稼働率が上がる、というんだったら、これは努力した

というより、単なるやりくりのようにも見えるから。これは結論を覆すという意味じゃな

いですけれども。 

 自主事業は収入も減っているんですよね。ですから、稼働率を上げるという目的だけで

やると、何か意味がないかなと思う。 

 自主事業でいっぱい人が来ているのであれば、それはいいのでしょうけど。そうすると、

自主事業の中身を見るのが本来必要だったのかなと思うので。人数さえ来ればいいという

ところで、多分、映画会とかでやれば人はいっぱい来るんだけど。そういうのもまたあり

ますよね。 

 実際、自主事業って難しいですね、考えてみると。皆さん、何かご意見があったら、ぜ

ひお聞きしたいなと思って。何かありますか。 
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○事務局職員  すみません。自主事業の稼働率について補足させていただきたいと思う

んですけれども。資料４－４です、事業実施報告書１８６ページ、７ページをご覧いただ

いてよろしいでしょうか。 

 こちら、平成２８年度穴川コミュニティセンターで行った自主企画事業の一覧でござい

ます。例えば１８７ページの１４番、一番上に「パン教室」とございます。これを例に説

明させていただきますと、料理実習室の稼働率が悪いということは部会長もご存じだと思

うのですけれども、自主事業ということで、１０月２３日に１回、書いてあるとおり実施

した「パン教室」で、定員いっぱいの参加者があり、参加者の希望により、講習後、新た

に「パン教室」のサークルが立ち上げられたとございます。 

 ですので、自主企画事業としては、これは１回だけでございますので、稼働率に対する

寄与としては、微々たるものになってしまうのですけれども、この自主企画事業を契機と

いたしまして、その後、パン教室のサークルが立ち上がりまして、その後、パン教室のサ

ークルさんが自分たちで活動するために料理実習室の諸室を使うということで、稼働率の

アップにつながっております。 

 自主企画事業そのものを稼働率アップにつなげるということもありますが、自主企画事

業を契機として、こういうことができるのだとか、こういう自主事業に参加している仲間

がいるんだということを周知し、皆さんに料理実習室を使っていただこうというような流

れにつなげているということもあるとは思っております。 

○稲垣部会長  成功例ですよね。何か融通してチャンスを与えてくというのも自主事業

だと。そこできっかけをつくれればいいわけですね。 

 全体の中でこういった成功した割合はどうですかね。サークルにひっかかればいいです

よね。 

○事務局職員  もちろん、必ず狙いどおりにサークル化するかどうかは全然別問題の話

なので、数を打っていく中でこういったものが出てくれば、今言ったようなものにつなが

ってまいります。 

○稲垣部会長  そうですね。 

○事務局職員  地域の新たなコミュニティをつくったということにもなりますので。 

○稲垣部会長  パン教室は１つのアイデアですよね。今までの調理教室というのは難し

いことをいろいろ教えると言ったって、今はいちいち習いに来たい人も少ないですもんね。

ネットでぱっと見てわかるし。 

 どちらかというと、簡単レシピというような、忙しいからできるような、工夫が中心で

すよね、今ね。難しい、どこに何を売っているかわからない、たくさんの材料を本に書い

てあるとおりに買ってきて、料理なんかやってられないわけですよね。そうすると、パン

なんかは簡単ですかね。手軽な感じですよね。参加しやすいというかね。 

 そういうのもあるし、そういうサークルに結びつかなきゃいけないのかなと思って考え

たんですけど、そういうのはなかなか今の時代に難しいかなという。どっちかといったら、

コミュニティセンターはサークルというか、そういう継続利用を中心に今までずっと考え

ているじゃないですか。だけど、これからの時代って余りそういう方向に行っていないん

じゃないかなという。ちょっと簡単に参加して、面白きゃちょっと参加してみるという程

度の人が中心というか。 
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 例えば、この前、若葉区でも伺ったのですけれども、大体６０歳から８０歳ぐらいの年

代の利用者がすごく多いんですね。そうなってくると、もう何か習いたい、要するに、若

いときはどんどん練習してレベルアップしたいよね。ところが、僕らになったら、もうレ

ベルアップまで、そう難しいことはしたくないけど、ちょっとさわってみたいなというよ

うな。言うなら、二、三回パンづくりで、ちょっと習ったらわかるというか、そういう。

１０回習ってやっと何とかと、レベルアップに対する向上心がないですよ、わかりやすく

言うと。 

 前にできたことができなくなってくる世代ですよね。だから、前よりか、昨日よりは今

日の方がよくできるというのは若いときの、立場だと思いますよね。６０、７０になって

くると、逆にできたことができなくなってくるのを認めていくしかないというか、そうい

う世代ですよ。 

 そこで、１０回も２０回も訓練してレベルアップしていくという、そういうサークルっ

て、現状、来ている人が対象の場合ですよ、もっと若い人が来られればいいですけど、若

い人は仕事があって、忙しくてそんなところにしょっちゅう来ていられない。大体は６５

ぐらいから上の人の利用率が高い。そういう人は、今までできなかったことを１０回練習

してやっとできるようになるということは余りない。ちょっと簡単にわかればいいという

のが本音じゃないかと。 

 例えば、マジック教室に行ったら、自分もやれるようになりたいとまで思わないのだけ

ど、種明かしをちょっと見て、ああ、面白かったという程度のマジック教室がいいと。自

分も練習してプロになろうなんて、そんな人はもういないというかね。サークルに結びつ

くのもいいけれども、今、そういう時代でないかなという感じですね。例えば、子供のと

きは、鉄棒で逆あがりができるように練習して、できたらうれしいけれど、もう年寄りは

そんなできないことをやりたいと思わないというか。安直になってくる。 

 だから、自主事業もいろんな方向が要るのかなと思ってきたのですけど。では、どうす

ればいいか、ということはよくわからないのですけど。マジック教室みたいなのは面白い

なと思いましたね。練習までしたくないけど、ちょっと手品の種明かしでもあったら面白

いというかね。そんな程度の企画のほうが年寄りは面白いと思う。年寄りを中心に、現状

を維持した場合ですよ。もちろん、３０代の人もいっぱい来てもらったらいいんだけど、

実際は働き盛りというとなかなかね、ウイークデイは来られないですもんね、実際、仕事

を休んで。 

 この自主事業をこれからどうするのかが難しい。コミュニティセンター自体も、建物も

決まっちゃっているから難しいんですよね。ただ、これを見ていても、区役所のロビーを

使って何とかというのは簡単に人が集まりやすいかなと。この山野草の展示みたいな。な

ぜかというと、ちょっと立ち寄って、面白げな知識を聞けばいいんだから。専門的に先生

と弟子みたいに習いたいわけではないんだけど、立ち話で、これどうやっているのと、ち

ょっと聞いてというかな、そんなのがいいんじゃないですか。今のコミュニティセンター

は、ずっと練習を続けるような部屋になっちゃっているから、皆、重たくて入ってこない

という感じなんですね。 

 もちろん、市役所の責任でもないし、受託者の責任でもないのですけど。 

○藤沼委員  自主事業を通して新たなサークルができる。それはそうだと思うし、その
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提案と基準があって、達成するのが当たり前の話であって、それに対して５年間どういう

ふうに向上させていくかという努力はどういうふうに出てくるのかというのがあると思う

のです。 

 今まさに、部会長さんがおっしゃったのは、平成２７年度に、部会としてマーケティン

グをしなさいよという話があって、それに対してアンケートをやりましたと。利用者の属

性、利用の目的、そういうことを考えて管理運営や自主事業に反映させたということで、

２８年度されていると思うのだけれども、じゃあ、そのマーケティングをやって、どんな

要素があって、それに対してどんな事業を組み入れたかというのは、これじゃ見えてこな

い。 

 本来、そういうところが評価モニタリングの中で評価されて、点数の中にどう出てきて

いるのか。これだと言葉だけでやったんだねとしか見えないし、我々が見たときに、具体

的に、じゃあどれなの、本数が増えたの、というだけで、マーケティングってどんな要素

があったのというのがちょっと見えないのかな。 

 満足度とか、何か、パッと出てきているけれども、やっぱり個々の具体的に本当にどう

いうことに努めたのかというのは、言葉が見えない。 

 それが見えてくると、なるほど、そういう努力をして、例えば利用率が２％上がった、

３％上がった、それが持続的に翌年度以降にまたどう展開されるのかということにまたか

かわってくる。 

 だから、これをぱっと見たときに、言葉尻だけをとらえていけば、そうだねとなる。だ

けど、じゃあ、具体的な裏付けは何があるのというのはちょっとなかなか把握しづらいか

なと。 

 それで、もう一つよろしいですか。評価をしている、自己評価と市の評価があるけれど

も、先ほど資料の６で「評価の目安」という話になっている。 

 一方で、定量的に判断しましょうという話と、そこに定性的に何かを加えて判断しまし

ょうとあるけれども、市のほうは、定量的にやって、その上でコメントが入っている。市

の方は。 

 ところが、自己評価の方は、定性的にやった上に、じゃあ、何が本当に自分たちは

「Ｂ」にしたのというのがちょっと見えてこない。 

 だから、市のコメントは総括評価でもいいけど、自己評価、彼らが何で「Ｂ」にしたの

か、一応、目安でやっているんでしょう。 

 目安でというか、ルールブックというか、評価のルールに則って出してきて、それに総

合評価だから「Ｂ」にしたと思うのです。彼らはね。 

 だけど、彼らが何で「Ｂ」にしたのか。これを見てきて、どこに提案と実績と、あるい

は、基準とを照らして。数字上こう出たけれども、プラスにしたのか。市が「Ｃ」となっ

ているということは、定量的には「Ｃ」だよね、きっと。 

 彼らは「Ｂ」にしたのだから、じゃあ、何で彼らは「Ｂ」にしたの。それは本当にそう

だよね。言っているとおりだねって我々は見たいけれど、市のコメントは、そうか、こう

いうふうになっていて、それで、定量的にやって、性質的にはこういうことがあるという

のが見えるよね。 

 彼らの自己評価の、こういうところを見て自己評価を「Ｂ」にしているというのが見え
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てこない。こっちの数字を見たって何もない。確認事項しかないから。 

 我々が基準書と提案書を全部見比べて、ここで、そうだねってなかなかし辛い、むしろ

この「Ｂ」という自己評価については、本人たちは定量的にやった後、定性的なものを付

加して総合的に判断して、「Ｂ」になった、と。 

 市はそれを見てどう判断したというのは、それは総括でもいい。大体わかる、ここに書

けばね、かなり。市のコメントも。 

 できて当たり前の事ばっかりと思う。だから、各年度に対してどんな努力をしたの、ど

んなことがやった結果として反映されたというのが、なかなかちょっと見づらいかなと自

分は思います。 

○稲垣部会長  結局、今おっしゃったように、僕も読んでいてそう思ったのですけれど

も、「Ｃ」というのは、要するにある程度、ちゃんとやりましたねという程度が「Ｃ」だ

ということなのですけれどね、簡単に言うと。そういうふうに読めるんですよね。 

 これを、指定管理者はちゃんとやったから「Ｂ」にしてくれというし、市のほうは、ち

ゃんとやるのは当たり前だから「Ｃ」だと、一言で言うとそんな印象ですよね。 

 だから、数字で稼働率が上がったという点があったから、「Ｂ」になったのですけど。

稼働率が上がった理由が、自主事業で全部空いている部屋を潰したと、じゃあ、自主事業

の内容があるかというチェックがないとわけわかんないということですよね。 

 でも、自主事業は本当に難しいと思いますね。一番いいのは、参加者の数が一番わかり

いいのですけれども、今の時代、なかなかそんなやりたい人は余り。ちょっと冷やかし程

度が好きなんですよね。 

 食べ物屋さんでも、コース料理よりか、居酒屋みたいな単品で自分の好きなものをちょ

っと食べるとか、すべてそういう、今、時代になっていますよね。 

 この間、美浜区の部会で行って、見ていて思ったんですけど、稼働率の中身を見ると、

大体、会議が中心なんです。実際に見て回ったときも、不動産屋の総会か何かやったりし

て、会議利用がほとんどなんです。 

何でそうなるのかと思ったら、何となくコンサートをやってるとするでしょう。入場

料金が高いんじゃなくて、じゃあ、５００円でもやっているとするじゃないですか。 

 ５千円のを５００円でやっていいなと思うけど、でも、せっかく日曜日を、せっかくの

日曜日を潰すっちゃあおかしいけど、そこに入っちゃったら出られないわけですよ。恐い

んですよ。５００円とか５０円だから下手でもいいじゃんと思っても、やっぱりせっかく

の日曜日に行って、５時まで出られないと日曜日が潰れちゃうから、やっぱり恐いよねと

いう感じで、もう、そんなんだったら外を散歩したほうがいいかという、僕が客の立場に

なるとそうなっちゃうわけですよ。 

 これ、何だというと、居酒屋が今はやっているのと同じですよね。コースよりか、自分

で好きに調節、通りがかりで広場でやっていると黙って聞いているんだけど、コンサート

ホールに入ってくる人はいないという。 

 だから、その１０回コースで練習をやるって、エアロビクスでも何でもいいんですけど、

ちょっと簡単に体操を皆でぱっとやりましょうというならちょっとやるんだけど、体操教

室１０回やんなきゃいけないというと恐くて入れないというか、今、そんな時代じゃない

ですかね。 
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 だから、これ、利用者の気持ちでやるというと、企画がそんなに拘束されて、１０回も

２０回も通わなきゃいけないんでうっかり入れないという人も多いんじゃないかなと思う

んですよね。 

 だから、お試しというか、何というかな、ロビーで何かやっているのだったら幾らでも

出入り自由ですもんね。大して面白くないなと思ったら出ていきゃいいし、でも、中に入

って、せき１つしちゃいけないとかいうんじゃ、恐くて出られないというか、入れない。

そういう世の中の流れというのがあると僕は思うんですよね。だから、なかなか難しいん

ですよ、これ。 

 そういうふうに、何か、自主事業をやる人は、自主事業をやりますというんじゃなくて、

何かコンセプトを教えてほしいなという感じしますけどね。何をどういうふうにして、市

民を引きつけてくるかという。 

○藤沼委員  そうすると、自主事業を通して、さまざまなアンケート結果を踏まえた利

用率の向上をもう少し工夫してほしいということになりますかね。 

○稲垣部会長  アンケートって実は役に立たないんですよ。来ている人だけですから。 

 来ない人の意見がわかんないんですよ、結局は。 

○藤沼委員  本来、マーケット調査というと、いろんな意味で、年齢構成だとか、地域

別とか。町丁別年齢構成だとか。あるいは、ここから１キロ圏はどんな人が住んでいるの

か、２キロ圏はどうなのか。１キロ圏は徒歩。２キロ圏ぐらいになると自転車。あるいは、

もう車になってくるよね。あとは共稼ぎの人が多いとか、あるいは、主婦が多いとか、子

育て世代の人たちが多いとか、分かってくる。 

 それに対して、公民館活動もかぶるところはあるけれども、それから、保健センターも

かぶるところがあるけれども、自主事業としてどういうことをしながら、自主事業本体と

しても、黒字化も含めて稼働率のアップと、それと、もう一方で、利用率を向上する意味

でのリピーターというか、新たなサークルの立ち上げということも一つあると思う。 

 だから、今、部会長さんが言っている、いろいろな人々がいて、見ていると高齢者が多

いねって話と、それから、やはり今おっしゃられたように、来ない人たちがなぜ来ないの

か、それがネックだよね、どうやってニーズを把握していくか。 

 そのニーズ把握は、なかなか街頭に行ってやるわけにもいかないかもしれない、ただ、

いろんな住んでいる人の動向を含めて、統計課が持っている資料だとか、あるいは、住民

基本台帳からの統計資料だとかを含めて、そういう支援ができるか。 

 彼らにしてみると、なかなかそういうビッグデータじゃないけど、情報は取れないから、

そういう情報をあげたときに、彼らがどういう創造性を持って取り組めるか。 

 やっぱり自主事業も、確かにおっしゃるとおりに、どういうふうにやったときに、リピ

ーターの要請だとか、それそのものをやることによっての稼働率アップ、自主事業として

の稼働率アップが赤にならない、黒になるように本来やるべきだと思っている、基本はね。

１円でもいいから、最悪とんとんベースでやるべきだというのは、自分はずっと思ってい

る。 

やはり自主事業をやるときには、赤を覚悟でやるのは違うでしょうと。１円でもいい

からもうけなさいという考え方で、数多くやってもいいけれどももうけなさい、と。 

○稲垣部会長  結局、アンケートの難しいところは、来た人、例えば、コンクールを見
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に来た人だったら、もっとやってほしいというだけの話なんですけど、じゃあ、客が増え

ているかといったら増えていない。来た人が幾らよかった、よかったと言っても、実は仲

間内でよかったと言っているだけで、実はすぐ１００メートル圏内の人は１人も聞きに来

ないという、それが本当は、そういう人たちの方のアンケートがないわけですよね。 

 でも、今はそういう、言いましたように、ホールとかでやっているときは、立ちどまっ

て聞いている気がするんだけど、わざわざ入るかなと。自分の立場で考えて、仮に近くだ

ったら行こうかなと、せっかくの日曜日だし、やめとこうとなる。入ったら出られないよ

と思うというか、わからないからね。知っている人が来れば、それは聴きに行ったりする

けどという。 

 だから、もっと、要は気楽に出たり入ったり、大道芸人みたいなのがはやっているのは

そこだと思うんですよね。難しいです。それは文化会館もそうですけれども。 

 千葉市は、美術館はよくやっていると思います。あれは企画がいいです。企画力ですね。

やっぱり企画ですよね。どうやって呼ぶかという基本がないと、来たい人だけだと、大体、

満足しているに決まっているのですけど、何で皆来ないのかというところがわからないん

ですよね。 

○西川委員  大分自主事業の話になっているのですが、市のいろんな施設の関係で見て

いくと、自主事業をほうぼうでやっているんですよね。ところが、それぞれ、みんな、狙

いというか、レベルというか、違うんですよ。 

 コミュニティセンター事業で、余り次元の高いものを求められても無理じゃないかと思

います。１回やって、それがうまくいって、その連中が次にまたやりましょう、とサーク

ル化していく、その程度がコミュニティセンターの自主事業でいいんじゃないかと思うん

ですよ。 

 だから、こういう結果を見ていって、穴川コミュニティセンターはよくやっているんじ

ゃないかなという、印象なんですね。これ以上のことを求めても限界があると。 

○稲垣部会長  この先、１年目はこうやってやった。２年目、じゃあ、稼働率がどうな

っちゃうかということになるから、同じことをやっても続かないような気がするから。５

年間でやるわけですからね。１年目は確かに自主事業でぱっと結果が出ちゃって、２年目

はどうなるのかわからんと心配なんですよね。だから、ちょっと気になったんですけどね。 

 余計なお話しましたけれども、この結果自体はよろしいですかね。「Ｂ」という総括評

価については。どうですか。結果自体はよろしいですかね。僕も、結果はこれでいいと思

っているんですけど、気をつけなきゃいけないなという程度の話です。 

 駐車場の問題って、実は重要ですよね。どこかでやっていましたけど、確かに区役所と、

でも、市民から見たら区役所もコミュニティセンターも同じことをやっているんだから、

両方、なぜ使っちゃいけないのと。これは市民から見たら普通の不満だと思うんですよね。 

○事務局職員  駐車場は基本的に、穴川コミュニティセンターの管轄外でして、これは

一体施設として同じ敷地内に建っていますので、駐車場・駐輪場については、区役所側で

管理をさせていただいています。 

○稲垣部会長  そうですね。ところが、ウイークデイはそれでいいというのはわかった

んですけど、例えばコミュニティセンターは実は休みの日のほうが客が多いんじゃないの、

本来は。それなのに区役所がやっているわけですよね。そういうときに、来た人から見れ
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ば、納得しにくいところはあるかなと思うんですよね。 

 だから、やっぱり受託者、委託の関係ではないのですけれども、やっぱり市民は区役所、

コミュニティセンター、そういう区別はないわけですから、日曜日に区役所がやっていな

いからって、むしろここ指定管理者のほうが区役所のほうまで全部、駐車場の管理を本当

はして、土日にも来たい人は使えるようにしたほうがいいんじゃないかなという感じがす

るんですよね。 

 むしろ、コミュニティセンターは土日が一番客が多いわけで、本来ね。土日は区役所が

閉まっているから使えないというと、来た人は非常に不満に思う。 

○事務局職員  駐車場はですね、土日も使えます。 

○稲垣部会長  使えるんですか。 

○事務局職員  はい。逆に、土日に区役所をやっていませんので、コミュニティセンタ

ーを使いに来た人だけで使えます。 

○稲垣部会長  管理は、じゃあ、区役所で管理しているけれども、土日も。 

○事務局職員  全く同じ場所ではありませんが、土日も開けています。 

○稲垣部会長  開けているんですか。 

○事務局職員  はい。 

○稲垣部会長  区役所だから土日は駐車場を閉鎖しているのかなと思って。じゃあ、夜

だけなのね、違うのは。夜は遅いですよね、コミュニティセンターは。 

○事務局職員  はい。土日もそうなんですが、土日や夜は区役所前の広場のところは閉

鎖して、アスファルトのところだけを使うようにする、とかということはしておりますけ

れども、基本的にはお使いいただけます、駐車場は。 

○稲垣部会長  日曜日に使えないんだったら大変だなと思ったのですけど。ほかに、よ

ろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  じゃあ、この件に関する意見としては、市の評価どおりでよろしいとい

うことで。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  特に、付け加えることもあるとすれば、自主事業の中身だけど、なかな

か言葉で、これ難しいんですよね。 

○事務局職員  今、ちょっと出たご意見、自主事業に関係することをちょっとまとめさ

せていただいて、こんなことでいかがでしょうかということで入れさせていただきます。 

○稲垣部会長  確かに自主事業ということ、難しいところですよね。 

○藤沼委員  自主事業というのは、基本的には稼働率を上げるために、繁忙期、閑散期

いろいろあるでしょうから、空いている時期にやるということ、それと、やることによっ

て、サークルの立ち上げだとかを狙うというのは、定番的な手法です。 

 そこで特効薬があるわけではないけれど、やらないよりはやったほうがいい。 

○稲垣部会長  それはそうです。 

○藤沼委員  僕はやっぱり数、自主事業をどんどんやりなさいよっていう意見です。た

だし、赤を覚悟でやるんじゃないよと。１円でももうけなさいと。 

○稲垣部会長  一つの宣伝だと割り切れば、赤字でも広告みたいなもんで。コミュニテ
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ィセンターになじみのない人にまず来てもらって、こういうのがあるよと知ってもらうた

めだけでも、映画会とか何やっても、それはそれでもいいんですよね。 

○藤沼委員  もう一つは、自主事業が１人雇ってやるのか、それとも、今いる中でどれ

だけ生産性高めてやるか、固定経費の中でのみ込めるのであったら、のみ込める分は自主

事業をどんどん考えてやりなさいよと。生産性高めなさいよというのが僕の考え方です。

ただ、それがもう１人雇わないとできないのでは、これは固定経費膨らんじゃいますから、

そこは分岐点になると思いますけど。今いるスタッフの中で、どういうふうに創造して、

どういうふうにやったら自主事業は何本組めて。組んだら、赤を覚悟してもいいんだけれ

ども、覚悟しないで金を稼ぐ前提で稼働率と収益を出すことを考えて組んだらどうですか

というのは。多分、数学的に何か出るとは思いますが。 

ただ、実態はやってみないと出てこない結果なのですけれど。数字上はこういうふう

にやって、こうやったら幾ら入ってきて、これでやればできるよと。何か固定経費の人件

費でのめれば、やればいいと思います。 

○稲垣部会長  結局、映画とかでも来ることによって、コミュニティセンターでこうい

うのあるんだ、来たときに私もやってみようかなと、何かのきっかけになればいいですよ

ね。きっかけになればいいわけ。でも、勉強会みたいな、パソコンをとにかく習おうかと

いう、そういう気はしないです。ちょっとわかんないことを聞くのは聞きたいんだけど、

学校に行って習いたいまでと、そんな気はないって人は多いですよね。 

○印南委員  パソコン教室ないですね、確かに。 

○稲垣部会長  パソコン教室でも何でもね。昭和４０年代ごろはいろんな教室があって、

女の人がみんな教室に通っていた。今、女の人は働いちゃって習わないですよね。今、昼

間が空いているは、６５から７５ぐらいの元気な人たち。そういう人は何も習いたくない

です、もう、いいやって言って。ちょっとわかればいいやっていう人ばっかりですよ。 

○印南委員  確かに年齢層高いですよね。 

○稲垣部会長  ３０代の人は来いと言っても、なかなか来られないですからね。 

○印南委員  ２５歳から２９歳までというと０．６％しかない。 

○藤沼委員  自主事業を通して、かなり目標に近づいちゃいましたね。 

○事務局職員  はい。 

○藤沼委員  そうすると、残り４年間で再構築しなきゃいけないわけ。横ばいだったら、

もう、達成しちゃったからいいよとなっちゃうわけでしょう。だから、目的を達成したけ

ども、一層の利用率向上のために自主事業を通したリピーターの、あるいは、今、来てい

ない人たちをどう来るか工夫して、自主事業を展開されたいとか、そういうことじゃない

ですか。 

 部会長さんがおっしゃっていたのは、年配の人が結構やっているよね、サークルに参加

し、何かしている。若い人たちは普段、勤務しているから来づらいとなると、ただ、平日

だけ。どっちかというと、平日空いているほうが多い。 

○事務局職員  はい。 

○藤沼委員  よくいわれたのが、平日、大体、地域に住んでいるのは、学校に行ってい

る小学生と中学生と、あとはじいちゃん、ばあちゃんと、そういう人たちだってよくいわ

れる。だから、そこに若い奥さんたちが平日に来られるようなものが組めるのかどうかと
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か。そういう中でも、土日でも閑散期があれば、何か組んでする。どこかに努力しないと、

もう横ばいです。 

市の挙げた目標数値が低かったのかなと思った。今、部会長さんが言っている話では、

自主事業やって達成しているのでは、ちょっと寂しいねというご意見だったと思う。だか

ら、決してやらないということじゃなくて、もっとどんどんやって、できれば。やればや

るほど今度は、企画立案しなきゃいけないから別の人件費がかかってくる、それは、意味

はないわけであってね。 

○稲垣部会長  ちょっと簡略な言葉にすると、稼働率向上したことは認められるが、自

主事業に頼らず、稼働率を上げる工夫をされたいとか、何かそんなぐらいのことですかね。

稼働率向上に努力した成果は認められる。ただし、今後、自主事業に頼らず、諸室の稼働

率が上がるよう、更に工夫されたいとか。 

○事務局職員  今のいただいているご意見としては、市の評価に対して妥当かどうかと

いうことについての意見のところだと思うので。 

○稲垣部会長  委員の意見はまた後ですか。 

○事務局職員  委員さんのご意見としては、またちょっと次のところになってくるので。 

○稲垣部会長  そうですね。ここでは、それで終わりにしますか。 

○事務局職員  市の評価を「Ｂ」としました。その所見としては、こうでしたといった

説明について。 

○稲垣部会長  これは、もうこれで、「Ｂ」でいいですよね。そのままでいいんじゃな

いですかね。総合的なところで。 

○事務局職員  よろしいでしょうか。 

○稲垣部会長  それについて質問はありませんか。 

（なし） 

○稲垣部会長  じゃあ、よろしいですか。次、進めましょう。では、次に、年度評価で

指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することになっております。 

 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にな

りますが、一部の資料は、一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情

報公開条例第７条３号に該当する不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、その時点で公開といたし

ます。 

 傍聴人はいらっしゃらないということで、よろしいですね。 

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

類等を基にご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（※財務状況に関する意見交換の経緯については、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。） 

○稲垣部会長  まとめさせていただきますと、財務状況については、提出書類を見る限

り、直ちに倒産及び撤退等のリスクが発生する可能性は少ないが、大きな経済変動のあっ

た場合は注意を要する。これでよろしいですかね。 
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（異議なし） 

○稲垣部会長  そういうことで、よろしくお願いします。それでは、次に行う指定管理

者の施設管理運営のサービスの水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等に

関する意見交換に入りますので、以下、公開といたします。 

 施設管理者の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

等について、「指定管理者年度評価シート」を基に、委員の皆様からご意見を伺いたいと

思います。何かご意見はありますか。 

 先ほどの意見で、もう終わっているということでよろしいですかね。 

○事務局職員  ちょっと、また、まとめさせていただいたので。 

○稲垣部会長  先ほどのまとめとして、一つ、利用者マーケティング（アンケートの結

果）がわかるように自主事業へ反映させていただきたい。二つ、自主事業による利用率の

向上は評価できるが、自主事業以外で利用者向けの向上の方策を検討されたい。こんなこ

とでよろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 これを踏まえて本部会の意見とさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、先ほどの財務状況を含めて、千葉市稲毛区穴川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の本部会としての意見をまとめていく

ということになりますが、詳細については、私と事務局で調整させていただくことになり

ますが、ご承認いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、稲毛区長沼コミュニティセンターについて評価を行います。 

 事務局より説明をお願いします。 

○立石地域づくり支援室長  それでは、長沼コミュニティセンターの指定管理者の行っ

た、平成２８年度年度評価について、ご説明をさせていただきます。 

 資料５－１、３４２ページになります。 

 「１ 公の施設の基本情報」ですが、施設名称から制度導入により見込まれる結果につ

きましての欄については、ご覧のとおりになります。 

 成果指標といたしましては、穴川コミュニティセンターと同様に、諸室については施設

稼働率、スポーツ施設については利用者数を設定しております。 

 数値目標についてですが、諸室の施設稼働率については、市が定めた最終年度の目標数

値３８％に対し、指定管理者が提案した最終年度の目標数値は３８．１％、平成２８年度

の目標数値は３３．５％です。 

 スポーツ施設の利用者数ですが、市が定めた最終年度の目標数値１万６千人に対し、指

定管理者の最終年度の目標数値は１万６，１２４人、平成２８年度の目標数値は１万５，

７６５人です。 

次に、「２ 指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者名はＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オ

ーチュー共同事業体、代表団体のＦｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社と構成員の株式会社オーチ

ューの２者による共同事業体です。指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３



 

 ―２１― 

１日までの５年間です。 

 ３４３ページをお願いいたします。 

 「３ 管理運営の成果・実績」ですが、諸室の施設稼働率について達成率は１００．

６％、スポーツ施設については１０８．６１％です。なお、括弧書きは市の設定した最終

年度の目標に対する達成率です。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」でございますが、成果指標として設定した

項目以外で、数値として施設の利用状況を示すことができる指標として、コミュニティま

つり参加人数、そして幼児室利用者数を記載してございます。 

 次に、「４ 収支状況」ですが、「（１）必須業務収支状況」の「ア 収入」からご説

明させていただきます。 

 ２８年度の合計の欄をご覧ください。提案の５，２６８万５千円に対し、計画は同額、

実績は５，２７８万７千円となっております。計画に対する実績が１０万２千円増となっ

た要因といたしましては、諸室の稼働率、スポーツ施設の利用者数が目標を上回ったこと

による利用料金収入の増などがございます。 

 次に、３４４ページをお願いします。 

 「イ 支出」についてでございます。２８年度の合計の欄をご覧ください。 

 提案の５，２６８万５千円に対し、計画は同額、実績は４，９５２万２千円となってお

ります。計画に対する実績が３１６万３千円減となった要因としましては、光熱水費の抑

制、備品購入費の減などがございます。 

 次に、「（２）自主事業収入状況」についてご説明申します。 

 自主事業につきましては、当初予算の２９件から１５件増で４４件実施いたしました。 

 収入は５８万４千円、支出は６２万３千円で、収支決算額として、３万９千円の赤字と

なりました。 

 赤字となりました要因といたしましては、「みんなであそぼうさい」、こういった行事

になるのですけれども、これを地域の防災対策に寄与するため、参加費無料で開催したこ

となどによるものでございます。 

 ３４５ページをお願いいたします。 

 次に、「（３）収支状況」でございますが、必須業務と自主事業を合わせた総収入は５，

３３７万１千円、総支出は５，０１４万５千円であり、総収支決算額として３２２万６千

円の黒字となりました。 

 なお、利益の還元については６４万６千円を還元する予定で、内容については現在検討

中でございます。これも協定による関連から発生してきたものになります。協定に基づく

ものです。 

 続いて、「５ 管理運営状況の評価」をご説明させていただきます。 

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」でございますが、穴川コミュニティセンタ

ー同様、諸室稼働率、スポーツ施設利用者数ともに、市として年度ごとの数値目標は設定

していないため、選定時に指定管理者が定めた年度目標に対する達成率で評価をしており

ます。 

 諸室の施設稼働率は１００．６％で、８５％から１０５％の間の数値となっておりまし

たので、市の評価は、「Ｃ」としております。 
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 スポーツ施設の利用者数は１０８．６％となりましたので、市の評価は、「Ｂ」として

おります。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」でございますが、選定時の提案額と実

績が同額でありましたので、「Ｃ」としております。 

 ３４６ページをお願いいたします。 

 「（３）管理運営の履行状況」ですが、これは年度内に２回実施いたしましたモニタリ

ング、これに基づきまして、指定管理者による自己評価、市による評価を行っております。 

 まず、市の評価でございますが、すべての項目において、おおむね管理運営の基準や事

業計画書等に定める水準どおりに管理運営が行われていたということから、「Ｃ」評価と

しております。 

 各項目において評価した点は、特記事項に記載のとおりでございますが、モニタリング

レポートから評価のポイントにつながる点を幾つかご説明させていただきます。 

 いったん、資料５－２になります。３５２ページをお願いいたします。 

 「２ 施設管理能力」の「（６）設備・備品の管理・清掃・警備等」の「エ その他施

設管理」の一番下の段、駐車（駐輪）場管理業務の実施については、監視カメラの設置、

臨時駐車場の確保という市の基準を上回る提案がなされ、防犯のための監視カメラの設置

についても、イベント時に周辺施設に協力を依頼し、臨時駐車場を確保したことについて

も確認させていただいております。 

 ３５３ページをお願いいたします。 

 「４ 施設の効用の発揮」の「（３）利用者サービスの向上」のサークル利用者へのサ

ービス向上については、長沼コミュニティセンターを利用するサークル、学生ボランティ

ア、地域住民の皆さんなど、支援してくださる方々と組織化を図り、事業協力をしていく

という提案がありました。２８年度末に結成されたことを、これについても確認をさせて

いただいております。今後はＮＡＣＣＳと連携をして事業展開をしていくということが期

待されます。 

 ３５４ページをお願いいたします。 

 「（６）利用者意見聴取・自己モニタリング」の「ア 利用者意見の聴取」の未利用者

アンケートの実施という提案と、「ウ 自己モニタリング」のサービス改善委員会の実施、

この二つの提案については、どちらも未実施であることを確認しております。これらにつ

いては、平成２９年度から実施に向けて、準備を進めているところでございます。 

 「５ その他の提案事項」の「（３）障害者雇用の確保」については、障害者の雇用、

募集ともに行っていないことを確認しております。 

 モニタリングレポートについては以上でございます。 

 それでは、資料５－１、３４６ページをお願いいたします。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区役所部会意見を踏まえた対応」につい

てですが、平成２７年度に稲毛区部会でいただいた「事故発生等リスクに備えた適正な対

応を引く続き心がけたい」というご意見を踏まえまして、マニュアルの整備ですとか、Ａ

ＥＤ講習受講など、有事に備えたなどの対応を図っております。 

 これにより、来館者の安全確保はもとより、職員において知識の習得ですとか意識づけ

の強化が図られるということを求めております。 



 

 ―２３― 

 ３４７ページをお願いいたします。 

 「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」についてですが、調査方法、回答

者数、質問項目及び結果につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 穴川コミュニティセンター同様、８月は独自項目を加えて実施、また、１月は全コミュ

ニティセンター統一で実施しております。８月、１月ともに各項目において「不満」・

「非常に不満」の回答は少なく、利用者の皆様におおむね満足いただいていると理解して

おります。 

 ３４９ページをお願いいたします。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見、苦情と対応」については、ご覧のとお

りでございます。 

 ３５０ページをお願いいたします。 

 「７ 総括」についてですが、まず、「（１）指定管理者による自己評価」は、「Ａ」

としておりまして、所見といたしましては、利用人数・利用収入の増、ＮＡＣＣＳの立ち

上げ、近隣施設や周辺自治会への周知努力などを所見として挙げております。 

 「（２）市による評価」ですが、３４５ページの「５ 管理運営状況の評価」において、

市の評価に「Ｄ」及び「Ｅ」がなかったことから、また、総括評価は、「Ｃ」といたして

おります。これは、おおむね市が指定管理者に求める水準等に即した良好な管理運営が行

われたという評価になっております。 

 また、特記すべき事項として、広報活動の積極的な実施や、施設利用者数の増などが認

められたこと、ＮＡＣＣＳの活動については、今後の連携強化が期待されることを挙げて

おります。 

 なお、長沼コミュニティセンターの自己評価「Ａ」に対しまして、市の評価が「Ｃ」と

かい離が発生していることについては、指定管理者に対し、説明を行いまして、評価マニ

ュアルについて共通の認識のもと、適正な評価がなされるよう指導してまいります。 

 長沼コミュニティセンターの指定管理者評価シートの説明につきましては、以上でござ

います。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 評価についてのご意見、何かありましたら。要するに自己申告は「Ａ」で、市の評価は

「Ｃ」で、えらい差があるんですけど。 

○藤沼委員  今、事務局が説明されたとおりだと思いますので、特に。 

○稲垣部会長  長沼はこの程度やってもらって、当然、設定したんだから、このとおり

やってもらっていいという判断ですよね。それ自体はこんなもんですかね。 

○藤沼委員  一つ教えてほしいのですけれど。ＮＡＣＣＳ（ナックス）というの、これ、

２８年度末に立ち上げたということだけれど、具体的にどういう組織なのか。 

 長沼コミュニティは数的にはかなり自主事業やっている。結果として、利用率が低い中

で三百何十万の黒を出している。そこから何％かの還元が発生している。言い方を変えれ

ば、すごく成績いい。お金もらえているわけだから。その中でこういう組織をつくってき

たときに、これはどういうふうに、この残りの４年間に反映してくるのか。 

 長沼は自分の住んでいる地域だから、なかなか難しいところです。交通アクセスが悪い
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し。住宅が密集しているわけでもないし。そういう中で、黒を出しているというのは、よ

っぽど営業がいいのかなって思っている。どういうふうに使おうとしているのか。それが

自主事業との関連もあるのか。 

○事務局職員  事務局からお答えさせていただきます。こちらは長沼コミュニティセン

ターが当初の提案のときに出した資料にあるんですけれども、これまで前指定期間、前々

指定期間も踏まえて、１０年間運営をしてきましたと。その１０年間の運営を通して利用

者さんですとか周辺地域の方々と強いネットワークを築いてきたという自負があります。 

 今回の５年間ですね、長沼コミュニティセンターサポーターということで、ＮＡＣＣＳ

というものをつくりますと。そのＮＡＣＣＳの皆さんと協力して、つまり長沼コミュニテ

ィセンター、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体が企画するのではなくて、ＮＡ

ＣＣＳといっしょに工夫し、市民自ら企画して運営する、そういうようなイベントに注力

をしていきたいと、そういう提案をいただいております。 

○西川委員  ＮＡＣＣＳというのは、サポーターのこと。 

○事務局職員  そうですね、はい。長沼コミュニティセンターサポーターでして、頭文

字でＮＡＣＣＳ。 

○稲垣部会長  地元から自発的にでてくるものがあるといいですよね。上からこういう

のがいいんじゃないかと思ってやっても、なかなかうまくいかないですもんね。こういう

のと連携するといいですよね。 

○藤沼委員  期待したい。なかなか今までになかった。 

○西川委員  結構、町内自治会なんかと一緒にやっているんでしょう。 

○藤沼委員  町内自治会は、避難所関係では僕らのとこと、もう一つの自治会とやって

いるのですけれども。学校区が複雑なところで、そういう意味では自治会だけじゃなく、

広く関連しているというのも提案書にも書いてあったし、かなりそういう意味では。Ｆｕ

ｎ Ｓｐａｃｅそのものは、あっちこっちでやっているので。 

○事務局職員  そうですね。先ほどの勤労市民プラザのほうもやっていますけれども、

ほかにもコミュニティセンターも持っております。 

○藤沼委員  提案書見ると、すごいことを書いてあるなと思ったのですが、報告書を見

ると提案書と雰囲気が違う。報告書ももう少しきちんと書いてもらうといいかな、と。 

○稲垣部会長  でもまあ、よくやってはいるんですよね。 

○西川委員  ただ、稼働率はこんなものでしょうか。これ以上は増えないのでは。 

○事務局職員  稼働率は、市の最終年度の達成目標が３８％ですので、１％ずつぐらい

上げていきたいという目標ではございます。 

○稲垣部会長  これは市の評価どおりということで、特にご意見ないですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  じゃあ、そうさせていただきます。 

 次に、指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の財務

状況等に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 先ほどと同様に、ここからの会議は非公開となります。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を基にして、印南委員からご

意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 
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（※財務状況に関する意見交換の経緯については、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。） 

○稲垣部会長  では、まとめさせていただきますと、財務状況については、提出書類を

見る限り、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社、株式会社オーチューともに、直ちに倒産及び撤

退等のリスクが発生する可能性は少ないというご意見でよろしいですね。 

(異議なし) 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に行う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いたします。 

 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

る点等について、「指定管理者年度評価シート」を基に、委員の皆様からご意見をいただ

きたいと思います。 

 何かご意見はございますでしょうか。 

○藤沼委員  やはり、ＮＡＣＣＳというのが、全体的に市内のコミュニティ見てもなか

なかちょっと、しづらいというか、難しい世界だと思うのね。そこがうまく機能するとい

うことは、一つのビジョンというか、大きな、ここに書いてある目的達成の一つのあり方

として、いい事例になるのかなと思っているので、ぜひ、成功するような形で２９年度以

降、かなり成果も上がるような報告もしてもらいたいと思うんだけどね。なかなかないで

すよ、これ。 

○稲垣部会長  この付帯意見と補足意見というのは、批判的意見というよりか、よくや

っている、これをさらに生かす方向、そういうのをちょっと付け加えればいいかなと、そ

ういう感じですね。このＮＡＣＣＳというのは、非常にいい試みというか。そういうプラ

ス評価的な、これを更に発展させていくのを期待するとか、何かそんなことを入れて。そ

の程度でよろしいでしょうかね。 

○西川委員  一つだけ。公民館が千葉市は、これからどうも議会が通れば、指定管理制

度に移行するような方向なんですよ。 

○印南委員  公民館ですか。 

○西川委員  うん。そうなってくると、いわゆるコミュニティセンターと非常に近い存

在になるような部分があるんですね。それだけにコミュニティセンターの存在というのは、

むしろ逆に公民館のほうがコミュニティセンターと同じような事業を扱うような傾向にな

ってくるかもわからない。今までは社会教育という一つの枠がありましたけれども、その

辺が指定管理になってくるとちょっと変わってくるだろうと。 

○稲垣部会長  公民館が、地元密着ですよね、どっちかと言ったら。それが今、これか

ら何かコミュニティセンターは半端な大きさ、中間的なんですよね。 

 ちょっと時間もなくて申しわけないですけど、駐車場の問題って時々、不満出ますけど

も、なぜかというと、要するに歩いて来るには無理があるんですよ、コミュニティセンタ

ーって、エリアが広くて。公民館ってもっと狭いですもんね。 

 駐車場、よくあっちこっちで見ると、狭い、足りない、それから、公共交通機関を使っ

てくださいというんだけど、実はコミュニティセンターというのは、実は半径２キロ前後

ぐらいだと、公共輸送機関だって半端なんですよね。遠くから来るのだったら駅から１０
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分というのは近いんですよ。でも、地元に住んでいる人にとって駅まで歩いて行って１駅

乗るか乗らないか、地元同士ですからね。あるいは、１バス停ぐらい乗るためにバス停ま

で歩いて行って、バス停からまたコミュニティセンターまで１０分歩いてというのは、非

常に半端なんですね。３０分バスに乗り、バス停から５分、１０分歩くの何ともないんで

すけど、バス停１つ分を行ったり来たりしていられない。 

 だから、何か見てて、コミュニティセンターが全部、みんなの駐車場を用意するのは、

今は土地も買えないし、無理なのはわかるんだけど。でも、ニーズからいって、どっかお

かしいなというような条件ですよ。近くの人が来ているから。 

 だから、これはおっしゃるとおり、公民館が実は地元密着で、規模もちっちゃくて適当

かもしれないですね。 

○藤沼委員  今、西川委員さんがおっしゃった公民館とコミュニティセンターのあり方

論って、昔からありましたが。 

○西川委員  昔からあったんだけど。 

○藤沼委員  社会教育法によって運用上がんじがらめなんだよね。そのたがが外れて指

定管理者がやったときに、かなり近くなっちゃう。だから、そこがよくわからない。外す

のか、やっぱりその枠組みの中でやらせるのかって。 

 コミュニティのほうは、自由にできるという前提になっているが。似たり寄ったりです

ね。 

○西川委員  難しいよね、そのあたりは。だから市民にとっては、公民館なのかコミュ

ニティセンターなのかわからないんだよね、同じように見えちゃうわけ。でも、ある意味

では、一線を画している部分もあります。自主事業なんかについても、本来、レベルが違

うはずなんだけども、今後ますます混同しちゃうよね。 

○稲垣部会長  まとめは、もうそれでいいと。今、余談として。まとめていただいてい

る間という意味で。 

 いいですよね。公民館の話はこの委員会に本来関係ないから。この機会だからというこ

とですよね。 

 確かに、いろいろやってきてコミュニティセンターもできて、４０年、５０年たってく

ると、建物が古くなっただけであって、役割も本当はちゃんとしないとニーズと合わなく

なってくる面もありますよね。公民館程度が以外に使い勝手がいいかもわからないですね。 

 では、今、まとめていただいたことを読み上げます。 

 一つ、千葉長沼コミュニティセンターサポーター（ＮＡＣＣＳ）の結成は、他施設で同

様の事例がなく評価できる。今後、発展的な活動を期待したい。 

 これでよろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございます。それでは、この文書関係はまた、すみませんが

事務局と私のほうでまとめるということで、よろしくお願いいたします。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、以上で平成２８年度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します。 

 最後に、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局職員  それでは、今後の予定について説明をさせていただきます。 

 本日、委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、稲垣部会長から選定委員

会の小野寺会長のほうにご報告をいただきます。その後、小野寺会長から市長宛に、委員

会の意見として答申を行います。 

 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」に記載をいたします。９月上旬までに市のホームページのほうに掲載して公表いたし

ますとともに、指定管理者へ通知いたします。 

 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

ジで公表することになります。公表の時期等が決まりましたら、委員さんにはご報告を改

めてさせていただきます。 

 なお、本日の部会の会議録につきましては、後日、委員の皆様のご確認をお願いします

ので、そのときはまたよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○稲垣部会長  最後に、全体を通して委員の皆様の質問とか、この機会に一言述べてお

きたいというようなことございましたら、どうぞ。 

○藤沼委員  避難施設に指定されている。コミュニティすべて。この長沼、たまたま町

内会長をやっていて避難運営委員会に出ているけど、具体的にどうしようかというのがあ

って。市の提案書に書いてあるのは、額面どおりこういうことをやりなさいよというのが

書いてあり、分かったけど。僕がちょっと聞いたのね、職員に提案してあるのと。要する

に指定管理者として、どんな考え方を持って、どういうふうに市に提案したのって聞くも、

良くわからなかった。 

 いずれにしても、千葉が直下型の地震があるとか言われているわけで。その中で実際に

起きたときに、どこまでできるかとなる。やはりかなり我々と、それから向こうの職員と、

単に所長とかが出てくるだけじゃなくて、実際にある程度、職員の顔が見えて訓練してお

かないと、多分、動かないはず。鍵のこともある。富津市は震度５弱で鍵がオープンにな

るってなっている。例えば指紋認証の鍵で登録、避難所運営委員会の特定の人はできると

かね。持っているというのが、いかがなものかなというのはちょっと懸念している。 

 ただ、議論したときに、やっぱり鍵は預からないとなった。鍵は、なくしちゃったとか、

それから特定の個人が預かっても、その人が仕事でいなかったらわかんないとか。家族に

管理させるのか、そういうこともできないと思うけど。何かいい方法がないかな。 

 それから、実際これを見ると、避難所運営やるときに場所を確保しなさいってなってい

る、それは彼らの自主事業の中で確保するということでいいのかな。避難所開設の、例え

ば、受付ブースを作ってみる、全部じゃないにしても、ある部分、体育館の配置を実際に

レイアウトしてやってみる。机上だけだとなかなかイメージ湧いてこない。誰が来られる

かというのもあるから。ある程度のメンバーで、職員も含めてね。昼間だったら職員が中

心になってやる。 

 だから、ここに提案で書いてあることが、本当、具体的に、絵に描いた餅で終わるのか、

どれだけの実践的なことをさせるのかというのは、ちょっとこれは全体の管理、日常的な

管理は分かったが、非日常的な部分があるわけね。そこを、ただ書いただけで終わらせる

というのは、ちょっといかがなものかなという気がして、なかなか難しい。そこら辺が、
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市も含めて。 

 あとは、備蓄品もスズメの涙みたいな感じ。これは防災の方かもしれないですし、ある

いは自主事業の中で備品確保しなさいってなっているのか。スペースも事務室の片隅に長

沼は置いてあるし、備蓄倉庫を作ってもいいじゃないかなってことが、ちょっと考えられ

る。それは、市と協議してどうするかという議論になると思うので。そこら辺の強化って

いうのかな。 

 こっちから、どこまで言えるのかなって。言ったらやんなきゃいけないから。委員が出

てきて、考える人は言いますよね、やっぱり。もう少し具体的にやりたいです、と。その

ときに、やっぱり指定管理上、一般の人は分からないじゃない。たまたま僕はこういうと

こに来て聞いているから。ああ、そうか、ここまでは向こうを説得してできる、とかね。

あるいは、当然、向こうは考えて本当はそれを提案してくるべきだなとか。これを見てそ

んなことを感じたので。 

 大体、日常的なことは管理するけれども、非日常的なことを。 

○稲垣部会長  非常にいい視点だと思いますね、お聞きしていると。それぞれの指定管

理者任せで、そこでよくやったという程度の話なんです。 

 今おっしゃっているように、この、例えば１４０ページなんか見ると、緊急連絡体制は

あるんだけども、これは日常業務のちょっとした、救急車呼ぶ程度の話なんですね。だか

ら、じゃあ、本当の震災対応なんかは、その会社任せなんですね。 

○藤沼委員  提案書を見ると、救急班だとか何だとか、つくってある。そういうのは教

えてくれない。休館日でもいいから、じゃあ、そういうことをできるのか、休館日、月曜

日だとか何かすると、一般の人は、僕らみたいな者のような家にいるのはいいけれど。 

 だから、するにしても何かミニマムな、もう少しミニマムなものを実践的にやっていか

ないと。もう、ただ単に集まって、言葉とペーパーでやっているだけじゃ、多分だめだと

思います。 

 だから、指定した以上は指定管理者に何をさせるのか。それに伴って避難所運営委員会

のメンバーは、どこまでものを知って、彼らと現場対応を、動き始めれば、今度はさまざ

まな枠組みの中で、市と、あるいは、区と連携しながらやっていくのだろうけれど。立ち

上がるところがスムースにいかないと、ちょっといけないです。 

 学校の何かでやっている避難訓練というのは、区の地域振興課が絡んでやるからいいの

だけれど、特に指定管理者の場合は、そこら辺、指示した以上は、ちょっともう少ししっ

かりとつかまえて、防災の担当じゃないということで、少し教えてもらえるとありがたい。 

○西川委員  ここは避難場所になっている。 

○事務局職員  長沼は指定避難所になっています。防災対策課のほうで当然、主として

やっているんですけど、区のくらし安心室が一応、所管になるんです。具体的にどのくら

い詰めているかとか、まだ動き始めたばかりというところもあるので、これから詰めてい

くところがたくさんあると思うのですけど、そういったところも含めて指定管理者、うち

のほうも関係するので、確認はしておきます。 

○藤沼委員  僕が言いたいのは、ここに基準が書いてありますよね。基準が書いてあっ

て、その基準を現場で具体的に履行するのに、どういうところでできるのかなと。もし、

そうだとするならば、基準があって提案していて、指定管理者は避難所運営委員会に対し
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てどんな意見とか、どんなことをしましょうとかというのが具体的に出るのか、それとも、

こっちが言わなきゃいけないのか。要するに避難所運営委員会から言わなきゃ。 

○事務局職員  場所貸しだけみたいな感じに。 

○藤沼委員  そう。それは、わかれば、じゃあ、こっちから仕掛けてもいいし。そこの

兼ね合いがね。 

○事務局職員  施設によっても当然違ってくるとは思うのですけれども、その辺も含め

てちょっと確認をします。 

○藤沼委員  ちょっと、ほかの人からいろいろと、やりましょうとか何かと言われたと

きに、どこまで踏み込むかなという。 

○西川委員  学校の避難所と違うからね。指定管理者がどこまでかかわるかということ

はね。ちょっとここ、長沼もそうだけれども、難しいと思うよ。 

○藤沼委員  すみません、終わった後で。 

○稲垣部会長  いやいや。本当に重大なことですよね。 

 もう何かあったら指定管理者に、もう白紙で、お任せで地元に協力してくださいぐらい

ですもんね。もっと大段階でそういう提案もしてくるというの本当は必要なんでしょうね、

運営委員会で。今、途中では言わないわけだけども。次の報告時にね。 

○事務局職員  ただ、館ごとに単独でできることではなくて、やっぱり市全体でやらな

くてはいけないことなので、その辺はどういう動きするかというのは、きちんと確認をし

て。 

○稲垣部会長  さっきの連携をどうするのか、全然決まっていないんだよね。 

○西川委員  極端に言うと、区役所、学校はわかるんだけど、コミュニティセンターと

いうのはどういうふうにかかわるのか。 

○藤沼委員  すみません、ありがとうございました。 

○稲垣部会長  特に、事務局から特に返事がないけど、そういうお話ということで、ま

とめていただければいいですね。簡単にまとまりますかね、今の話は。 

○事務局職員  ご要望としては、きちんと共有させていただきます、地域振興課のほう

に。 

○稲垣部会長  では、今日はこれで終わらせていただきます。皆様の協力によりまして、

本日の議事はすべて終了しました。遅くなりましたが、どうも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、慎重なご審議をいただきまして、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回稲毛区

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。 


