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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回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月４日（火） １４：００～１６：００ 

 

２ 場所：千葉市美浜区真砂コミュニティセンター ２階 集会室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、印南 耕次委員、鶴岡 国良委員、三山 勝江委員 

（２）事務局 

布施美浜区長、森田地域づくり支援室長、加瀬主査、鈴木主事 

 

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 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター  

イ 千葉市美浜区真砂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、横山委員を部会長に、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 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター 

 平成２８年度に千葉市美浜区高洲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 千葉市美浜区真砂コミュニティセンター 

  平成２８年度に千葉市美浜区真砂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： 

○森田地域づくり支援室長  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、どうもありがとうございます。定刻になりましたので、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回美浜区役所部会を開催いたします。 

 私は本日の司会を務めさせてもらいます、美浜区地域振興課地域づくり支援室長の森田
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でございます。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、一部非公開の部分はございますので、あらかじめご承知おきください。 

なお、現在は、傍聴人の方はいらっしゃっておりません。 

 それでは、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

千葉大学法政経学部准教授の齋藤裕美委員は、本日所用のため、欠席でございます。 

公認会計士の印南耕次委員でございます。 

次に、市職員ＯＢの鶴岡国良委員でございます。 

 次に、千葉市社会福祉協議会高洲高浜地区部会会長の三山勝江委員でございます。 

 最後に、弁護士の横山清亮委員でございます。 

 続きまして、職員につきまして、ご紹介いたします。 

布施区長でございます。 

 続いて、地域振興課職員でございます。 

加瀬主査でございます。 

 続きまして、鈴木主事でございます 

室長の森田でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、美浜区長の布施より、ご挨拶を申し上げます。 

○布施美浜区長  改めまして、どうも皆さん、こんにちは。美浜区長の布施でございま

す。 

 本日は本当にお忙しい中、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会美浜区役所部会にご

出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、皆様方におかれましては、日

ごろより市政並びに区行政におきまして格別なるご理解、ご協力を賜っておりますことを、

改めて御礼を申し上げたいと思います。 

 さて、千葉市でございますが、平成１７年度から一部の公の施設におきまして、指定管

理者制度を導入したところでございます。本日ご審議いただきます、高洲と真砂のコミュ

ニティセンターにおきましては、平成１８年度から同制度を導入しておりまして、昨年４

月から３期目の指定を迎えたということでございます。 

 また、こちらの真砂コミュニティセンターにつきましては、昨年４月に、元真砂第一小

学校でしたが、その跡施設の活用ということで移転いたしまして、新施設として、部屋数

といたしまして、１０から１８室ということで、約倍の部屋数、それから新たに体育館も

設置したということで、利用方法が従前と大きく変化しているところでございます。 

 また、一方、先ほどご視察いただきました高洲コミュニティセンターのほうにおきまし

ては、昭和５５年以降、地域におきます拠点施設として、ご利用いただいておりまして、

年間約１０万人のご利用をいただいているところでございます。 

 コミュニティセンターの役割といたしましては、今後も非常に重要になっていくところ

でございますが、私どもも時代の変化、あるいは、市民ニーズの様々な変化を的確に捉え

ながら、柔軟に対応していかなければいけないというふうに考えているところでございま

す。 

 委員の皆様方からの様々なご意見をいただきまして、よりよい施設管理ができますよう、

今後も努力してまいりたいと存じます。本日におきましては、皆様方から忌憚のないご意
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見、ご質問を賜りますようお願い申し上げまして、整いませんが、私からの挨拶とさせて

いただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○森田地域づくり支援室長  どうもありがとうございました。 

 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、机上にございます、「次第」、「席次表」、「諮問書」でございます。 

 次に、ファイルをお開きいただき、資料１が、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第１回美浜区役所部会進行表」でございます。資料２が、「美浜区役所部会委員名簿」

でございます。資料３が、「美浜区役所部会で審議する公の施設一覧」でございます。資

料４－１から４－５については、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの平成２８年度

評価に係る資料で、資料４－１が「指定管理者年度評価シート（案）」、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等」でございます。資料５は、千葉市美

浜区真砂コミュニティセンターのもので、枝番号は先ほどと同様となっております。 

 続いて、参考資料１ですが、「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」。参考資料２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（平成２２年７月１６日 千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決

事項）」でございます。参考資料３が、「部会の設置について（平成２４年７月２４日 

千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）」でございます。参考資料４が、「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が、「評価の目安（年度

評価シート）」でございます。参考資料６－１が、「高洲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。参考資料６－２が、真砂コミ

ュニティセンターに関する同様の資料でございます。 

 以上をお配りしております。何か不足のものがございましたら、お知らせください。よ

ろしいでしょうか。 

（なし） 

○森田地域づくり支援室長  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、布施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） 

○森田地域づくり支援室長  それでは、布施区長、議事進行をお願いいたします。 

○布施美浜区長  では、部会長が決まるまでの間、私のほうで仮議長を務めさせていた

だきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 座って、進行させていただきたいと思います。 

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

 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
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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、又は、その職務を代理していただきます。 

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

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

どなたか立候補、又は、推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○鶴岡委員  ちょっと私から発言させていただきますが、５人しかいないのに、そのう

ちのお一人がお休みということで、４名で決めるわけですけど、横山先生、今まで副部会

長をやっていただいた経験から部会長をやっていただければなと思うわけですが、皆さん、

いかがでございましょうか。 

○布施美浜区長  ただいま、横山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） 

○布施美浜区長  では、ご意見ございませんようですので、横山委員を部会長に決定し

たいと思います。 

 それでは、横山委員さんに部会長席のほうへ、ご移動のほうをお願いいたします。 

 それでは、ご就任いただきました横山部会長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。 

○横山部会長  ただいま部会長にご推薦いただきました横山です。よろしくお願いしま

す。円滑な議事運営に努めていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。 

○布施美浜区長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいま部会長が選出されましたので、これより先は、議長を横山部会長に

交代したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  それでは、「次第」に従いまして議事を進行してまいります。ご協力の

ほど、よろしくお願いします。 

 次に、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されておりますが、どなたか立候補、又は、推薦さ

れる方はいらっしゃいますでしょうか。立候補はいらっしゃいませんか。 

○鶴岡委員  それこそ、私がまた発言させてもらって申しわけないのですけれども、齋

藤委員はお休みということですが、前任者の方に部会長さんをやっていただいていたので、

多分やっていただけるのではないかと。常任委員さんでもあるし、やっていただければな

と思うのですが。残りの委員さん方、いかがでございましょうか。 

○横山部会長  ご意見ございませんか。異議なしということで。 

（異議なし） 

○横山部会長  では、齋藤委員を副部会長にお願いしたいと思います。事務局のほうか

ら、齋藤委員にご承諾を得ますよう、お願いいたします。 

 では、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」に移らせていただきます。 

 まず、年度評価の概要について、事務局よりご説明をお願いします。 

○事務局職員  地域振興課地域づくり支援室の加瀬です。どうぞよろしくお願いします。 

 座って説明させていただきます。失礼いたします。 
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 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、ご説明いたします。 

 まず、年度評価についてですが、一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をより

適正に行うため、実施するものでございます。 

 次に、評価の方法でございますが、まず、市が現地視察、ヒアリング等を通じて行った

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、

「指定管理者年度評価シート」を作成いたします。 

 ここで、資料４－１、「指定管理者年度評価シート」をご覧ください。評価の内容につ

いて、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番目に、施設名称や設置目的などの、「公の施設の基本情報」。２番目に、指

定管理者名や構成団体などの「指定管理者の基本情報」。３番目に、成果指標に係る数値

目標の達成状況などの「管理運営の成果・実績」。そして、４番目に必須業務や自主事業

などの「収支状況」。５番目に、管理運営の履行状況などの「管理運営状況の評価」。６

番目に、指定管理者が行ったアンケート調査結果等を記載した「利用者ニーズ・満足度等

の把握」。最後に、７番目として、指定管理者及び市による総括評価と委員会の意見を掲

載する「総括」となっております。 

 さらに、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市の評価

について、詳しくご説明いたします。 

 まず、「５ 管理運営状況の評価」の「（３）管理運営の履行状況」の評価項目につい

てですが、こちらは、指定管理者の選定時の審査項目等を記載しています。 

 市の評価については、参考資料５「評価の目安」をあわせてご覧ください。参考資料は

後ろになります。一番後ろのほう、下から３番目のインデックスになります。今までも評

価の目安があったのですが、全市的に評価の基準を一定程度、統一するため、新たに評価

の目安が定められました。こちらはあくまで目安を示すものであるため、総合的に判断し

て、これと異なる評価をすることや、選定評価委員の意見を踏まえて修正することも可能

となっています。 

 評価方法ですが、モニタリングレポート記載の確認結果により、各モニタリング項目の

点数の算出を行います。 

 具体例を挙げますと、指定管理者が管理運営の基準を超える提案を行い、かつ、当該提

案が市民サービスの向上に資するものである場合、プラス評価の「◎」。また、確認した

結果、基準を上回る管理運営が行われている場合、確認結果が「◎」となり、点数が「＋

２．５」となります。 

 このように算出した評価点から、評価項目に対応するモニタリング項目一項目当たりの

平均値を算出します。この平均値をもって、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で評価を行い

ます。 

 こちらも具体例を挙げますと、算出した平均値が「＋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、評価が「Ａ」となります。 

 戻りまして、また、年度評価シートの「７ 総括」のところになりますけれども、「市
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による評価」については、年度評価シート、「５ 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、「Ａ」から「Ｅ」までの５

段階で評価を行います。 

 こちらも具体例を挙げますと、評価項目の５０％以上が「Ａ」又は「Ｂ」、かつ、評価

項目の一つ以上が「Ａ」、かつ、評価項目に「Ｄ」又は「Ｅ」がない場合、総括評価が

「Ａ」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、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、そのご意見等の中から、部会としての意見を取りまとめていただき、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、委員会会長より市に対し、答申を

していただきます。 

 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

局指定管理者選定評価委員会の意見」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

ートについて、市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。 

 以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問ございますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、各施設の年度評価に入りたいと思います。 

 まず、千葉市美浜区高洲コミュニティセンターの年度評価の説明をお願いします。 

○事務局職員  それでは、高洲コミュニティセンターの指定管理者の行った平成２８年

度評価について、ご説明いたします。 

 評価シートのほうをご覧ください。よろしいでしょうか。資料４－１になります。 

 では、まず１ページ目、「１ 公の施設の基本情報」をご覧ください。 

 条例上の設置目的、ビジョン、ミッション、制度導入により見込まれる効果は、募集要

項の内容です。数値目標ですが、指定管理期間最終年度の目標について、指定管理者の提

案が市の定めた数値を上回っているため、当該提案の数値を設定しております。また、数

値達成に向けた年度目標は下段のとおりです。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」は、ご覧のとおりとなります。 

 次ページへ行きまして、次に、「３ 管理運営の成果・実績」です。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」をご覧ください。指定管理者提案

の指定管理期間最終年度の達成状況です。目標５５．０％に対し、実績は５０．８％、達

成率９２．４％です。２段目は最終年度数値達成に向けた年度目標の状況、一番下の括弧

書きの数値は、市が設定した指定管理期間最終年度の目標に対するものです。 
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 今、説明した成果指標のほかに、指定管理者が２点、指標を提案しております。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」をご覧ください。１点目は１９時から２１時の夜

間時間帯稼働率ですね。目標３８．９％に対し、実績４３．０％でした。２点目の諸室利

用者数は、目標１２万８，３８２人に対し、実績は１２万８，０４７人です。 

 続きまして、「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」をご覧ください。 

 収入につきましては、おおむね計画どおりでございます。支出は、施設内の約半数の蛍

光灯をＬＥＤへ変更しまして、電気使用料抑制を図ったため、事務費、管理費が実績減と

なっております。 

 ４ページに移らせていただきます。 

 「（２）自主事業収支状況」についてでございます。収入３４７万４千円、支出３４２

万７千円、収支は４万７千円の黒字でございます。 

 自主事業の実施状況ですが、提案・計画数を上回る３７事業を実施しまして、うち新規

事業が１５ございます。その中から、幾つかご紹介いたします。資料４－４の１６ページ

から自主事業一覧が掲載されております。 

 「ママとキッズのおなか元気教室」では、千葉県ヤクルト販売株式会社の協力で、こち

らについては、乳幼児と母親を対象に、腸内環境や排せつの知識を学びました。 

 「高齢者健口づくり講座」では、千葉市社会福祉協議会との協働で、地元開業歯科医が、

口腔ケアについて講演いたしました。 

 また、仕事帰りにも参加できるよう、「ノルディックウオーキング」「名画上映会」

「女性のための眠りにつなげるボディメンテナンス」を夜間に開催いたしました。 

 その結果、夜間稼働率が平成２７年度３５．８％から、平成２８年度は４３．０％と向

上いたしました。 

 続きまして、４ページに戻りまして、「（３）収支状況」をご覧ください。 

 必須業務及び自主事業を合わせた総収支ですが、総収入５，８６０万３千円、総支出５，

５５９万８千円、収支３００万５千円の黒字でございます。利益の還元はありません。 

 では、５ページ目の「５ 管理運営状況の評価」をご覧ください。 

 「（１）管理運営による成果・実績」ですが、指定管理者提案の指定管理期間最終年度

目標に対する諸室稼働率は、達成率９２．４％により、「Ｃ」評価でございます。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」は、指定管理料が提案額と同額のため、

「Ｃ」評価となっております。 

 続きまして、「（３）管理運営の履行状況」です。モニタリング項目を全て評価項目と

すると、評価項目が細分化し、管理運営の全般的な評価が困難となることから、モニタリ

ング項目を類型別に分けてございます。「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」、

「２ 施設管理能力」、「３ 施設の効用の発揮」、「４ その他」の四つにまとめてお

ります。 

 「得点集計表」、８ページの後ろに横版がついておりますが、「得点集計表」と、先ほ

どの参考資料５ですね、後ろから３番目になりますけれども、そこの「評価の目安」をご

参照ください。 

 こちらの平均値をもって、「３ 施設の効用の発揮」、「（３）施設における事業の実

施」が「Ｂ」、ほかは「Ｃ」評価としております。 
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 次、６ページ目になりますが、「（４）美浜区役所部会の意見を踏まえた対応」ですが、

平成２７年度の意見への対応として、２点ございます。 

 新しく中間層世代向けへの事業展開を図られたいという意見から、仕事帰りにも参加で

きるよう、夜間時間帯の自主事業を２９回開催いたしました。 

 次に、料理実習室の稼働率向上に努められたいというご意見がありましたので、料理実

習室で開催する自主事業を、２７年度の２回から、２８年度は７回ということで、増やし

ました。その結果、前年１０．９％から１２．２％へ、稼働率が向上いたしました。 

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

ですが、年８回実施しておりまして、内訳は、自主事業参加者５回、幼児室利用者２回、

施設利用者１回でございます。 

 続きまして、次のページ、８ページです。 

 「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」ですが、７件寄せられま

して、すべて太鼓演奏の音に関するものなので、記載のとおりの対応としております。 

 最後に、８ページ目の「７ 総括」です。「（１）指定管理者による自己評価」はご覧

のとおりで、「Ｃ」評価でございます。「（２）市による評価」も同様に「Ｃ」評価です。

所見としましては、記載のとおりでございます。 

 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。 

○横山部会長  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、高洲コミュニティセンターの年度評価につき

まして、評価案が示されましたが、まず初めに、この市当局の作成した評価の妥当性につ

いて、委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

 ご質問を含めて、何かございましたら、お願いします。 

 今期から市の評価の妥当性についても我々委員のほうから意見を述べることができる、

場合によっては市の評価を変えていただけるということでよろしいでしょうか。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  何かご質問ありますでしょうか。 

○鶴岡委員  ちょっと１件だけ、よろしいですか。 

○横山部会長  どうぞ。 

○鶴岡委員  ５番の（４）で、仕事帰りと、中間層とありますね。どんな事業をやって

いますか。 

○横山部会長  資料４－１の６ページでございますね。 

○鶴岡委員  はい。 

○事務局職員  こちらに書かれている中間層世代向けへの実施事業の内容ということで、

よろしいですか。 

○鶴岡委員  はい。 

○事務局職員  それでは、資料４－４の１６ページをお開きください。こちらに自主事

業一覧を記載しており、そのうち３つが中間層世代向けの事業です。１６ページ中央に

「夏の夜間名画上映会」がございまして、一つ目がこちらですね。 

 二つ目が、１７ページの下から４段目、「ノルディック・ウオーキング」。一部、夜間

にやっております。三つ目が、１８ページの上から３番目の「女性のための眠りにつなげ
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るボディメンテナンス」、こちらも一部夜間に開催しております。 

○鶴岡委員  ありがとうございました。 

○横山部会長  時間帯としては何時ぐらいから。 

○事務局職員  大体５時から８時頃までの時間帯にやっておりますね。 

○横山部会長  これは鶴岡委員も私も委員だったと思いますけど、そういう提案に対し

て応えていただけたという。 

○鶴岡委員  ありがとうございます。 

○横山部会長  先ほど夜に２９回やったとおっしゃったんですかね。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  いろんな講座を含めて夜２９回、２９コマ開催していただいたというこ

とですかね。 

○事務局職員  ２９回の内訳としましては、「名画上映会」が１回、「ノルディック・

ウオーキング」が２回、「ボディメンテナンス」が２６回です。 

○横山部会長  ほかによろしいでしょうか。 

○印南委員  ５ページですけれども。 

○横山部会長  資料４－１の５ページですか。 

○印南委員  ４－１の５ページ、５番ですけどね、「Ｃ」とありますでしょう。「Ｃ」

の意味は８５％以上１００％未満の場合が「Ｃ」ですよね。 

○事務局職員  はい。 

○印南委員  これだと多分、ほとんどが「Ｃ」になっちゃうんじゃないかなと思って。

８５％っていうのが正しいのかなっていう気がしますけれどね。 

 その次の２番のところも提案額と同額又は５％未満の削減とありますよね。そうすると

多分、全部「Ｃ」になっちゃうんじゃないかっていう。パーセンテージがそれでいいのか

なっていうのがありましたね、感じました。 

○横山部会長  評価基準のほうがということでしょうかね。 

○三山委員  これって全市的にこういう基準で評価してるってことですか。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  ご意見としては、評価基準の妥当性については、もうちょっと細分化が

必要じゃないかというご意見は言ってもいいんじゃないのかなと思います。市のほうで、

どこまで検討していただけるか、わかりませんけど、上に上げていただいて。 

○三山委員  こういう表になってくると本当に「Ｃ」ばかりが目立つので、もうちょっ

と具体的に評価を見られる部分があってもいいのかなという気はいたします。 

○事務局職員  年度評価シート作成時に、資料４－２の「モニタリングレポート」を前

提資料としております。こちらに年度評価シートより更に細かい評価項目を記載しており

ます。 

○横山部会長  資料４－２に、こういう提案があって、実際にどうさせているかという

のを細かく指摘をしております。そちらをご参照いただけばと思います。 

 従前こういうものがなかったので、非常に感覚的なものだったと思いますけど、ある程

度、基準の統一化が図れているかと。参考までに、ほかの部会で、たしか市の総合評価

「Ｄ」というところもあったような気がしますので、何でもかんでも「Ｃ」で収めたとい
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うわけではなさそうです。逆に、何かいいところがあればプラスの評価もしていったほう

がいいと思いますし。 

 ほかにご質問等はございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、ご意見を伺いたいと思います。今回、４－１のほう、８ペー

ジのほうの「７ 総括」の部分ですね、（２）。（１）は指定管理者の自己評価というこ

とですけれども、（２）のほうが市の評価でして、「Ｃ」という。その評価の内容、評価

基準というのは下に書いてあるとおり、おおむね市が指定管理者に求める水準と一致した

良好な管理運営が行われたということで、及第点をつけたということですけど。 

 これに関して、何かご意見ございますでしょうか。 

 印南委員、いかがですか。 

○印南委員  よいと思います。よくやっていると思いますので。 

○横山部会長  施設自体が古いというのは、これは指定管理者の責任ではないので、そ

の中で管理運営をどうされているかということになりますけれども。市の評価は妥当では

ないかということですね。 

 三山委員、鶴岡委員、いかがでしょうか。お二人とも、特に、利用されているお立場で。 

○三山委員  便利に使わせていただいている立場ですので、施設が古いというのは、そ

れはもうここで申し上げても仕方のないことというべきなのかなということで。 

 まして、今日こちらを拝見して、違うなと、しみじみ思いました。 

○横山部会長  新しい、古いというのは仕方ない。指定管理者自体は。 

○三山委員  いろんな面で協力していただいて、努力していらっしゃると思います。利

用者としまして感謝はしております。 

○横山部会長  そうですか。でも、「Ｂ」つけるまでではない。優れた管理運営が行わ

れたら「Ｂ」。 

○三山委員  利用者目線からすると、「Ｂ」でもいいのかなという気はします。施設の

中でいろんな面を協力していただいて、いろいろ利便性を図ってくださるっていうのは、

とってもありがたいことだという気はします。 

○横山部会長  わかりました。 

 また、後ほどご意見を伺いたいと思いますので、そこで具体的に、ご意見等指摘してい

ただければと思います。結論的には「Ｃ」評価でよろしいでしょうか。 

○三山委員  はい。 

○横山部会長  鶴岡委員もよろしいでしょうか。 

○鶴岡委員  はい。 

○横山部会長  そうしましたら、市のほうの「Ｃ」の評価が妥当であるということでよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 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
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条例第７条第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及び業務効率化

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、再び公開といたします。 

 現在、傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けたいと思います。 

 それでは、公認会計士でいらっしゃる印南委員から、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。） 

○横山部会長  財務状況についての意見としましては、倒産、撤退のリスクについては

ないと考えられる。これを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けたいと思いますが、 

 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

を要する点などにつきまして、指定管理者年度評価シートなどを基に、委員の皆様からご

意見を伺いたいと思います。何かご意見はございますでしょうか。 

 先ほど三山委員のほうからいろいろ具体的にご意見をいただけると。 

○三山委員  具体的にですか。 

○横山部会長  はい。 

○三山委員  いろいろ相談に乗っていただいているので、そういう意味においてという

意味ですね。 

○横山部会長  利用者の立場に立って、ご相談に乗っていただけるという。 

○三山委員  はい。例えば、いろいろ社会福祉協議会のほうで行事をしたり、会合した

り、講演会したりしているときも、会場のこととか、あと告知に関しての協力をしていた

だいたりとかしておりまして。市政だよりのほうにも何度か載せていただいて、参加者の

皆さんに、すごくわかりやすいというふうなお話を聞いておりますので、そういった面に

おいて、私は助かっております。 

○横山部会長  利用者のニーズに応じて柔軟、かつ、わかりやすい対応をしていただい

ていると、そんな感じでしょうかね。 

○三山委員  そうですね。参加して、何というんだろう、市政だよりは皆さん、ご覧に

なられるので、市政だよりに載せていただくと、とても集客が多いんです。そういう面に

おいて、私たち、ただの利用者の立場では、それはとってもできないことなんですけど、

あちらのコミュニティセンターの立場として、こちらのほうにアプローチしていただいた

りしておりますので、わかりやすいって声は、このところ聞いております。 

○横山部会長  広報活動を積極的にやっているということですかね。 

○三山委員  そういうことなんでしょう。 

○横山部会長  何か改善を要する点とか、ございませんか。 

○三山委員  修繕は無理だと思いますので。 

○横山部会長  指定管理者のできる範囲での修繕に努めていただきたいと。 
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○三山委員  そうですね。ここにも書いてありますけれども、太鼓の音ですとか、そう

いった面がとてもうるさいというのがあるじゃないですか。それに関しまして、それがな

くなったことをさびしいと思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。例えば、お祭りの駅

前の太鼓は、やっぱり何で無くなったのかという意見もございますし。 

 ただ、確かに夜に太鼓したら、うるさいといえば、うるさいんですよね。 

○横山部会長  前提として、以前は５・５まつりで太鼓をやっていたと思いますけど、

それは最近無くなってしまったということなんですか。 

○三山委員  やっぱり練習があって本番があると思うんです。本番というのは、お祭り

のときに、５・５まつりやコミュニティまつりのときに駅前で太鼓をたたいたり、近隣の

商店街さんのところでやっていたのを、それを周りの方々から、うるさい、やめてくれと

いう話があって、無くなりました。 

○横山部会長  無くなったんですね。 

○三山委員  無くなりました。今年の５・５まつりでは、ありませんでした。コミュニ

ティまつりのときも、ありませんでした。その辺、うるさいと思うことも事実でしょうし、

無くなったことがさびしいっていうのも事実なんです。辛いところです。 

 それをどうすればいいのかっていうのが、ちょっと私的にも全然、いい意見って言われ

ても何もないんですけれども、それは個人的にはさびしいと思います。年に１回や２回の

こと、何でもっと温かく見てもらえないのかなっていう気持ちは、それはここで言うべき

ことではないのかもしれませんが、そういう思いはとてもあります。すみません、まとま

っておりません。 

○横山部会長  おっしゃりたいことは、指定管理者にお願いできることとすれば、そう

いう意見の対立するようなものについての調整をという感じでしょうか。 

○三山委員  はい。だから、苦情が来ました、すみません、練習主体のほうに伝えます

と。今はそれだけで終わっていると思うんですね。何でも言いたいっていう人が多いと思

うので。 

○鶴岡委員  私からも発言してよろしいですか。三山委員さんのご意見は、私自身も大

分、経験したことがあるんですよ。たった一日だから我慢してもらえないだろうかという

ような意見もありますけど、一日でもうるさいよって方はうるさいんですね。その辺の問

題っていうのは永遠に解決しないかなと思います。 

○横山部会長  悩ましい問題だったり、あるいは指定管理者にできる範囲で調整をとっ

ていただきたいということでよろしいでしょうか。 

○鶴岡委員  はい。 

○三山委員  それしかないでしょうね。 

○鶴岡委員  なかなか難しいでしょうね。 

○三山委員  防音設備。 

○印南委員  太鼓は震動があるから、防音を飛び越しちゃうみたいな。 

○三山委員  確かに夜に会議してて、上で太鼓をたたいていると、話は見えなくなるの

で、やっぱりうるさいなとは思います。和太鼓は響きますからね。 

○鶴岡委員  高洲の職員で所長をやっている人が一番苦労したのは、太鼓の練習で、ご

近所からうるさいという苦情が来て、どうしたらいいかっていうことで、大分苦労したよ
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うです。そんな話も聞いたことがあります。 

○三山委員  毛布をかけてみたりしてるんですけど。それは指定管理のほうの問題とは

全然別の問題ですけど。 

○横山部会長  そういう難しい問題について、ご尽力いただくということで。 

 そのほかに何か。 

○鶴岡委員  もう一点よろしゅうございますか。アンケートのデータが出てましたね。 

○事務局職員  資料４－１の６ページから７ページにかけてでしょうか。 

○鶴岡委員  当施設に対するアンケートということで、（３）②。７ページの真ん中あ

たりです。「当施設に対する満足度」ということで、その中で一番難しい話ですけれども、

設備・備品の充実ということ、これに一番不満が多いんですね、不満足ということで。こ

れはお金の問題が絡みますので、どうしたらいいかなと。 

 区長、この辺はどうなんでございましょうか。 

○布施美浜区長  指定管理者が賄う部分が、たしか予算であると思うので、大きな金額

とかは財政要求しなければいけないので、当然、耐用年数とか古さを見るんですけど、小

さなものであれば多分、指定管理料の中で賄えれば買えると思うのですけど。 

○鶴岡委員  大きなものは、それこそ高洲コミュニティセンターでしたっけ、冷暖房を

変えたとかという。随分お金がかかったんでしょうけど。 

○事務局職員  ２７年度ですね。 

○鶴岡委員  そういうのもありますし、こちらはこちらで、新しく学校をきれいにした

という。備品が古いとか、いろいろあって、こんなことを言うとお叱りを受けちゃうんで

すけど、使い方の頻度っていいますかね、丁寧に使っていただくとありがたいんだけどな

っていうのも、使ったり何かして壊れちゃうという場合もありますし、そんな程度で、大

変お金のかかることで申し訳ないのですが。 

 さっき見ていたら、「不満足」が１１％ということで一番多かったので、あれっと思っ

て、こんな質問をしてみたんですけど。ただ、お金だとか、いろいろかかりますので、そ

の辺はどうなんでしょう。 

○布施美浜区長  今は幾らぐらいなの、予算は２０万。小破修繕が２０万か。 

○事務局職員  修繕２０万円以上は市が対応しております。 

○布施美浜区長  ２０万円未満だと指定管理者の裁量でできる。 

○事務局職員  はい。 

○鶴岡委員  そうですか。わかりました 

○事務局職員  備品は、指定管理者が購入するもの以外に、必要であれば市に要望して

もらい、こちらで予算確保して購入しております。 

○布施美浜区長  例えばアンプとか、高額なものについては、うちのほうが財政のほう

に枠外要求をした中で、財政との折衝の中で、単年度は無理だと思いますので、２年か３

年、引き続き交渉した中でやっていくというような形になります。その辺は利用者の方の

要望を細かく聞いた上で、指定管理者がやるのか、市がやるのがということを、予算要求

までに詰めていくことになりますね。 

○鶴岡委員  たまたま美浜区は、ここは新しいところへ来たし、それから高洲もこの間、

大分、大々的に修理したらしいね、冷暖房ね。 



 
 

 ―１４― 

○事務局職員  そうですね。空調改修していますね。 

○横山部会長  冷暖房は指定管理者ではなく、市のほうで。 

○三山委員  １階の給湯室のほうも市のほうでやっていただいたんですか。 

○事務局職員  はい、そうです。 

○鶴岡委員  空調改修は２７年度。 

○事務局職員  ２７年度の１１月から２月です。 

○横山部会長  ただ、指定管理者のほうが設備を自主的に持ち込むことは別に禁止され

ているわけじゃないので、その辺は、用意していただきたいというのを意見として述べる

のはありだと思います。 

○鶴岡委員  たまたま、ぱっと見たときに、ここだけちょっと数字が高かったので、あ

れっと思って。 

○横山部会長  先ほどの三山委員のご意見がありましたけど、古いのはしようがないの

で。 

○事務局職員  具体的にどういったことで不満とか不便を感じるかを聞き取りして、対

応を考えていくということで。 

○三山委員  そうですね。いろんな意見を吸い上げていただけるとありがたいかなと。 

今年度のアンケートの中に、まさにそういった点も入れていただけたら、もっと利用者の

意見も出るかなという気がします。わがままも出るかもしれませんけれども、それは取捨

選択して。 

○横山部会長  その指定管理者に対するご意見と注文としては、ニーズの把握に努めた

上で市と積極的に協議していただきたい。そういうことで、よろしいでしょうか。 

どうぞ、印南委員。 

○印南委員  今の７ページですけど、利用者の年代を見ますと、６０歳以上でもう約７

０％を占めているんですよね。というか、この施設は年齢層の高い施設ということになり

ますかね。 

○三山委員  住んでいる方が、高洲・高浜地域。入居が始まって半世紀を過ぎるという

ことは、そのころ結婚した人間が大体７０ぐらいになっていって、若い世代は出ていって、

高齢者だけが残って。 

○鶴岡委員  それは三山委員さんが担当でございますので。 

○横山部会長  駅前のベイマークスクエアとか、あそこは新しいですよね。それ以外の

地域というのは、比較的高齢化しているということで問題視されているんですよね。 

○三山委員  特に高浜５丁目は最高齢です。 

○鶴岡委員  年寄りはたくさんいます。やっぱり高齢化しているんですかね。どうして

もそんな傾向が出るんじゃないでしょうか。 

○横山部会長  では、以上でご意見よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  今、委員の皆様方からご意見をいただきましたけれども、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、改善を要する点等の主な意見といたしま

しては、利用者のニーズに合わせて広報活動を積極的にしている点については評価できる

と。それ以外、太鼓の音のような問題について地域との調整を図っていただきたいという
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こと。設備・備品等の満足向上のために、利用者ニーズの把握に努めていただきたいとい

うことと、市に対して協力していただきたいという。さらに、利用者の年代、世代につい

ての問題ですけれども、中間層向けの事業展開、これまでの実績については、評価するが、

更に中間層向けの企画をしていただきたいと、そういうご意見がございました。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  先ほどの財政状況も含めて千葉市美浜区高洲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、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということで

ご承認いただければと思います。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは次に、千葉市美浜区の真砂コミュニティセンターについて評価

を行いたいと思います。 

 事務局よりご説明お願いします。 

○事務局職員  それでは、真砂コミュニティセンターの指定管理者の行った、平成２８

年度の評価についてご説明いたします。資料５－１の評価シートをご覧ください。 

 まず１ページ目、「１ 公の施設の基本情報」をご覧ください。 

 真砂コミュニティセンターは、平成２８年４月１日に旧真砂第一小学校跡地へ移転しま

して、今回が移転後初めての評価となっております。数値目標は、高洲コミュニティセン

ターと同様に、指定管理者の提案が上回っているため、当該提案の数値を設定しておりま

す。 

 「２ 指定管理者の基本情報」はご覧のとおりとなっております。 

 続きまして、２ページ目です。次に「３ 管理運営の成果・実績」、「（１）成果指標

に係る数値目標の達成状況」をご覧ください。諸室稼働率ですが、指定管理者が提案した

指定管理期間最終年度の目標３５．０％に対し、実績は３１．９％、達成率は９１．１％

でございます。体育館利用者数は目標１万８千人に対し、実績は１万３，９８４人でござ

います。達成率７７．７％です。 

 「（２）その他利用状況を示す指標」をご覧ください。諸室利用者数は、目標９万４千

人に対し、実績は９万９，２９６人でございます。 

 次に「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」をご覧ください。収入は予算計上

をしていなかった複合施設からの光熱水費徴収があり、実績増ですが、ほかはおおむね計

画どおりとなっております。支出は実績増がございまして、人件費と委託費です。人件費

は、清掃範囲の拡大及び隣地清掃等に伴うものとなっております。委託費につきましては、

昨年夏ごろに発生いたしましたコンクリート片落下を受けまして、急遽体育館の点検を実

施したためのものとなっております。あと光熱水費の削減によりまして、事務費・管理費

は実績減となっております。 

 ４ページ目に移らせていただきます。「（２）自主事業収支状況」は、収入が４８２万

４千円、支出が５４３万６千円、収支につきましては、６１万２千円のマイナスとなって

おります。自主事業の実施になりますが、提案・計画数を上回る３６事業を実施しまして、

うち新規事業が１８となっております。一応資料５－４です、１２ページから事例のほう
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が載っております。 

 その中から幾つかご紹介いたします。バスケット教室は、プロ選手によるバスケットの

指導を行いまして、参加した子供たちから大変好評でございました。あと、「バレンタイ

ン菓子つくり」や「そば打ち体験会」など、稼働率の低い料理実習室を使用しまして、新

規に事業を展開しました例もございます。 

 ４ページに戻りまして、「（３）収支状況」をご覧ください。必須業務及び自主事業を

合わせた総収支ですが、総収入が８，５７３万円、総支出が８，０８０万８千円、収支が

４９２万２千円の黒字でございます。利益の還元はありません。 

 続きまして、５ページ目です。「５ 管理運営状況の評価」をご覧ください。「（１）

管理運営による成果・実績」ですが、指定管理者提案の指定管理期間最終年度目標に対す

る諸室稼働率は達成率９１．１％により、「Ｃ」評価となっております。体育館利用者数

は達成率が７７．７％ということによりまして、「Ｄ」評価となっております。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」は、指定管理料が提案額と同額のため「Ｃ」

評価でございます。 

 「（３）管理運営の履行状況」でございます。「得点集計表」、８ページの後ろに横版

がついているかと思いますが、その「得点集計表」と、あと参考資料５、後ろから３番目

のインデックスになっておりますが、ご参照ください。こちらの平均値をもって、「３ 

施設効用の発揮」、「（３）施設における事業の実施」が「Ｂ」となっておりまして、ほ

かは「Ｃ」評価としております。 

 ６ページ目でございますが、「（４）美浜区役所部会意見を踏まえた対応」ですが、平

成２７年度の意見への対応として２点ございます。例年同様でなく新規事業の展開も図ら

れたいというご意見がありまして、２８年度は新規１８事業を実施いたしました。もう１

点が料理実習室の稼働率向上に努められてないという意見がございまして、料理実習室で

開催する自主事業を平成２７年度の１回から２８年度は４回と増やしましたが、稼働率の

向上には至らなかったため、更なる工夫が必要かと思っております。 

 続きまして、７ページ。「６ 利用者ニーズ・満足度の把握」の「（１）指定管理者が

行ったアンケート調査」ですが、年２回実施しておりまして、詳細は記載のとおりでござ

います。 

 続きまして、８ページです。「（２）市指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対

応」ですが、８件寄せられまして、記載のとおり対応のほうはしております。 

 最後に、８ページの「７ 総括」でございます。「（１）指定管理者による自己評価」

はご覧のとおりで、「Ｃ」評価でございます。 

 「（２）市による評価」も同様に「Ｃ」評価でございます。所見としましては、記載の

とおりでございます。 

 指定管理者評価の評価シートの説明については以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま所管から一通り説明をいただき、真砂コミュニティセンターの年度評価につき

まして評価案が示されました。いずれも「Ｃ」ということです。 

 まず始めに、この市当局の作成した評価の妥当性について、委員の皆様からご意見を伺

いたいと思います。ご質問を含めて何かございましたらお願いします。 
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 まず、私から質問しますけれども。まずこの施設、場所を変えての施設オープンという

ことで、従前の施設から、駅から１０分ぐらい、１５分ぐらいかな、徒歩で離れているよ

うな施設になりました。そういう遠くなったということの影響はどのようにお考えなのか。 

 あと、ここ確か駐車場の土壌の問題とかがあったと記憶しているんですが。そのような

問題についても、どのような影響があるのか。特に利用者数が伸び悩んだことについて、

どれぐらい影響があったのか。仮に影響あるとしたら、これはもう指定管理者の責任じゃ

ないと思いますので、その辺のこの総合評価においてどう折り込んだのか、また折り込ん

でいないのか、ご意見伺いたいと思います。 

○事務局職員  では、お答えさせていただきます。 

 １点目は、こちらに移転してからの稼働率なんですけれども、移転する前、２７年度が

５８．９％に対し、２８年度は３１．９％になっております。ですが、諸室が１０部屋か

ら１８部屋に増えており、単純比較ができないため、利用者数でも比較させていただきま

す。２７年度が１７万８，４８８人で２８年度が１６万７，５１９人と、利用者数で見ま

すと約１万人の減になっております。ちょうど高洲コミュニティセンターの利用者数が、

前年度に比べ約１万人増えたので、高洲コミュニティセンターに移られたのではないかと

考察しております。 

○横山部会長  何かアンケートとかとってみたんですか。 

○事務局職員  高洲コミュニティセンターに移ったというアンケートはとっていないん

ですけれど、サークル登録というものを各コミュニティセンターでやっておりまして。真

砂の移転が決まった際に、真砂を利用していたサークルが、高洲に登録を変えたケースが

多数あると高洲の所長から報告を受けております。 

あとは、駐車場のオープンが７月に遅れた件ですが、土壌でフッ素が検出されたため

です。駐車場オープン前の４～６月は、駅から遠いということで、アクセスが悪いという

ご意見が多かったんですけれど、駐車場がオープンしてからは、少なくなりました。 

 利用者数については、４月から６月が低いというわけではないので、あまり影響はして

いないと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 あと、体育館の利用者数が伸び悩んでいるんですけど、そもそも目標設定をするときに、

これ既存施設にはなかった施設ですよね。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  何か近隣施設か何かを参考にされたということですか。設定の根拠が何

かということですね。 

○事務局職員  はい、花見川区の畑コミュニティセンターにも体育館がございまして、

そちらの数値を使用してます。 

○横山部会長  畑コミュニティセンターというのは、花見川の駅からちょっと遠いとこ

ろにありますよね。 

○事務局職員  そうですね。 

○横山部会長  条件が同じという。向こう古い施設でしたよね、たしか。こちらは新し

い施設ということで、そこが違うと思いますけれども。ここはあれですか、市の予測がち

ょっと、市側が見込みを誤ったというところもあるんですかね。基準値を高く設定しちゃ
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ったという。 

○事務局職員  そうですね。磯辺と高洲にもスポーツセンターができましたので、今後

は更に利用者の獲得に苦労するかもしれないんですが、更なる工夫をしていただきたいと

思っております。 

○横山部会長  わかりました。ありがとうございました。 

 ほかにご指摘とかございますでしょうか。 

○三山委員  交通事情、ここに来るための手段に関してのご不満とか、ここバスがない

ですよね。 

○事務局職員  はい。 

○三山委員  駐車場が割と少ないということに関して、何かその辺のご不満というのは

ないんでしょうか。 

○事務局職員  やはりアクセスが悪いというご意見が多かったので、９月に交通状況の

アンケートを実施いたしました。資料５－４をご覧いただきながら、説明させていただき

ます。交通手段を調査するために、このアンケートを約５１６人にとりました。結果が自

家用車が約半数。 

○横山部会長  左から二つ目の。 

○事務局職員  はい、そうです。下から２番目、約半数が自家用車で、懸念していたバ

スが、あくまでこちらのアンケートに答えた方だけなんですけれど、約１０％以下となっ

ております。この結果を受け、海浜交通バスに運行本数増便や新たにバス停設置という要

望をしましたが、今後の様子を見たいと。ですが、真砂コミュニティセンターの最寄りバ

ス停として歯科大前と二丁目にあるんですけれど、そちらで車内放送を流していただくこ

とになりました。 

○三山委員  みんな自家用車が。バスは、その５分の１ですか。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  バスは稲毛海岸と新検見川を走るんでしたっけ。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  頻度としては１時間３本ぐらい。 

○事務局職員  そうですね。時間や路線によっては、２本以下であったり。 

○三山委員  本数が少ないですね。本当に時間を合わせてこないと、利用できないとい

うこともありますね。磯辺地区からバスは、バス停がないですから、ちょっと不便ですね。 

○事務局職員  検見川浜駅で乗り換えて、歯科大経由西警察前を通ってというような。 

○三山委員  磯辺の方は真砂が使いにくい。 

○事務局職員  駅から遠くなり、場所もわかりにくくなったため、施設案内標識を３か

所設置しました。アクセスが悪いとか、場所がわかりづらいということについて、こうい

ったアンケートを通じながら、関係局、あるいは関係の方々にご理解を得ながら、進めて

きているような状況です。 

○横山部会長  ほかにご質問等ございますでしょうか。 

 なければ、進めたいと思います。 

（なし） 

○横山部会長  資料５－１の８ページ、「市による評価」が「Ｃ」ということですけれ
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ども、これについて何かご意見ございますでしょうか。市の評価が妥当であるということ

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、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が、傍聴人の方はいらっしゃいま

せんので、このまま続けます。 

 では、計算書類等を基に印南委員のほうからご意見をいただきたいと思います。 

 なお、真砂コミュニティセンター指定管理者であるＣＣＣパートナーズ共同事業体のう

ち、千葉マリンスタジアムについては、先ほど審議が終わりましたので、もう１社、日本

メックス株式会社についてお願いいたします。 

（※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。） 

○横山部会長  ご意見いただきましたけれども、財務状況についての意見としましては、

総資産のうち、純資産の割合が７０％と高く、また、利益が出ているため、倒産・撤退の

リスクについてはない、これを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では、続けていきたいと思います。 

 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。 

 ご意見ございますでしょうか。新しくオープンした施設、先ほど実際視察しましたが、

鶴岡委員、三山委員いかがでしょう。施設の新しいというところは置いといて、指定管理

者の管理運営に関して。 

○三山委員  すみません、真砂はそんなに使っていないので、申し訳ございません。た

だ、本当に新しい施設で。ただ、人口構成が若いと思います。体育館もありますし。体育

館は使いやすいというか、そういう意見ありましたよ。高洲のほうからも、こっちのほう

は使いやすいし、いつも空いているからという。個人でも使いやすいのは、とっても喜ば

れています。 

○横山部会長  その点は、更に利用者増に努めていただきたいというご意見かなと思い

ますけれども。 

○鶴岡委員  あと、従前から現在２倍の部屋数なので、稼働率ですと率が伸び悩みとい

う部分あるんですが、ちょっとその辺はよくＰＲをしてという状況ではありますね。 

○横山部会長  ほかにご意見ございますでしょうか。 

 ＰＲ活動ですかね、まだ認知度が低いのかもしれませんけれども。 

○印南委員  民間と競合というのはないんですかね。 

○横山部会長  例えば体育館ということですか。 

○印南委員  体育館という施設が。 
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○横山部会長  想定しているのがどういうものかということでしょうか。すみ分けはで

きているかと。民間企業の面接会場とかにも使われるというような。桁違いますよね、民

間で同様のものを場所貸しとして提供してもらう。 

○三山委員  指定管理の問題とは違うと思うんですけれども、やはり足の問題ですか。

そこを何とかする方法が、例えば循環バスの中で。 

○横山部会長  多くしてもらう。 

○三山委員  マリンピアバスみたいなのがあるじゃないですか。ああいう、あそこまで

はちょっと無理だと思うんですけど、お金の問題とかあると思いますが。どこのバス停を

使うにしても、ここはちょっと不便かなという気はします。自転車駐輪場もそんなにたく

さん無いですよね。莫大なお金がかかると思うんですが、長期的に考えていただけたらあ

りがたいかなと、利用者的には思いますが。 

○横山部会長  地理的な不便さを補える方策みたいな。 

○三山委員  補えるような方策。これだけのものを持っているわけですから、もったい

ないなという気がとてもします。 

○横山部会長  施設を更に有効利用した、何か魅力ある自主事業を更にということでし

ょうか。 

先ほどの印南委員のご質問で、施設の民間企業との競合はないのかとご質問がありま

したけれども、ちょっと違う施設になりますけど、私、スポーツ部会の部会長もやってお

るんですけれども、スポーツ施設と民間のスポーツクラブの競合というのは特にない。な

いというか、やっぱりすみ分けができているという。指定管理者がそういうスポーツ施設

やっている、スポーツクラブの運営、会社みたいなのをやっていますんで。言っちゃいけ

ないのかもしれませんけれども、もともと制度趣旨としては、民間の活力を積極的に採用

して、民間からアイデアを出してもらって。言うと怒られちゃいますが、お役所ではなか

なかできないようなアイデアを出していただくというのがそもそもの狙いですので。 

○印南委員  しかも、安くできますのでね。この指定管理者の選定評価委員をやるまで、

コミュニティセンターっているのかなというような、最初思いましたけど。ここ真砂、こ

れは活気があるなと。 

○横山部会長  それでも、やっぱり稼働率がまだ。ポテンシャルはあると思いますけど

も。 

○布施美浜区長  集会設備というか、こういうコミュニティ施設、市民要望も多い施設

になってます。例えば、どう、利用仮定とニーズが合うかというような形で言えば、当然、

地域的な問題もあると思うのですけど。それはいつもお互い意見交換しながら上がってい

くような工夫しているんですけどね。 

○印南委員  こういう施設があるから、多分、地域の人が元気なのかもしれないですね。 

○三山委員  あると思いますよね。高洲コミュニティセンターがあるから地元のコミュ

ニティがあるから何となくそこ行って何かしようという気にもなりますし、何かやってい

るかなというのもありますね。 

○事務局職員  住んでいる方々の運営委員会というのがあります。その方々が基本的に

はお祭りをやったりということがありますので。 

○印南委員  そういう意味では、民間の業者とは競合しない。 
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○事務局職員  民間の、行政的な委託・受託の関係でいうと、会社対行政というやりと

りが、そこは利用者という区分しかないので。逆に住んでいる方々がそれだけ企画運営す

ることによって、参加というより、一緒にやりましょうという雰囲気があって。 

○三山委員  高洲に囲碁をやっているお部屋がある。出入り自由ですよね。前にある幼

児室、あそこも結構使われておりますよね。 

○横山部会長  高洲のほうを視察して、私の個人的な印象ですけれども、幼児室が複数

利用されていて珍しいなと。ほかの施設で利用しているの見たことなかったので。 

○三山委員  あそこに対する要望も多くなってきているみたいですね。おもちゃを増や

してほしいとか。 

○事務局職員  はい。 

○横山部会長  それ、所長がおっしゃってました。それに応じておもちゃ増やしたと。 

○三山委員  こっちにはそういうのってないのですか。 

○事務局職員  こちらも幼児室あります。 

○三山委員  幼児室なんかありましたよね。ただ、誰も入ってなかったような気がしま

す。そうすると、そういった面のＰＲも必要ですよね。 

○布施美浜区長  後ろに保育室と幼稚園があるので、行き帰りに寄ってもらえるという

ようなこともあり得る、今後は。 

○三山委員  あと、高洲の囲碁・将棋をやっている、ああいう利用の仕方もいいんじゃ

ないかという。ここ、若いまちですけれども、年はとりますから。 

○横山部会長  調理室と幼児室の利用者数増に努められたいとか、そういうご意見でし

ょうか。 

○印南委員  年齢層が高いから市政だよりとかですね。 

○横山部会長  広報手段ですか。 

○印南委員  広報手段。 

○布施美浜区長  市政だよりは基本的に月に１回、記事が多いと結構掲載できずに、心

苦しいところがあるんだけど。あとは、俗に言うチラシを入口にまいてもらったり。 

○印南委員  若い人は多分、ＳＮＳとかね。 

○三山委員  多くなってきてますよね。 

○印南委員  はい。 

○横山部会長  ウェブサイト、ウェブページで作成はされていると思います。 

○印南委員  見ました。 

○横山部会長  それをどこまでご覧になっているかは、ちょっとわかりませんけど。 

○印南委員  よくできていますよ。 

○横山部会長  そうですか。そこも多分、民間としての、事業者としての自由な発想で

作ってると思いますので。 

○事務局職員  真砂の場合はツイッターもやっておりまして、日々更新しております。 

○横山部会長  所長がつぶやいているんですか。 

○鶴岡委員  コミュニティセンターの最初に千葉市につくるときに、地元から大分意見

を吸い上げているんですよ。それで、例えば、幕張だとか蘇我だとか、畑だって早かった

ですね。すると地元は、俺はこういうものが欲しいだとか、ああいうものが欲しいだとか
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というふうなスタートで施設としてつくっていた。ですから、蘇我コミュニティセンター

へ行くとお風呂ありますね。もうやめちゃったんでしょうけど、お風呂もあったんですよ。

地元がお風呂が欲しいと言った。というのは、向こうのいろんな事情で銭湯が少なかった

せいで、お風呂をつくった。それで、高洲は体育館が足りてるから、ああいう集会室的な

ものが欲しいよということで、今の形にしたような気がする。図書室は強い要望があって、

図書室じゃなく図書館にしてくれと言われて、周りになかったから図書館を併設したんで

すよ、というような記憶がありますね。畑のコミュニティセンターなんておもしろいです

けども、高台にあるもんですから、珍しい例ですけども、アマチュア無線の部屋をつくっ

てほしいなんていう要望が出たような記憶がありますね。それは実現しなかったようです

けども。あそこ、ちょっと高台なもんですから、何かアマチュア無線というのは高いとこ

ろが好きなんですということで、そうすれば災害時にも使えるよというような話が出て、

そんな話も出たというような話を聞いたことがあるんですがね。 

 そんなことで、当時の利用者の要望と今はライフスタイルが変わってきちゃいましたん

で、今の要望と大分違ってきたんですよ、というようなことがあるんじゃないかなと思い

ますね。 

○横山部会長  それに関して、ですから指定管理者のほうが柔軟に多分対応できると思

うんですね。自主事業等で。 

○鶴岡委員  今、なんせ、お金をできるだけかけずにやっていただこうかというあれで

すからね。 

○横山部会長  ご意見としては、大体そんな感じでよろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  委員の皆様から、様々なご意見をいただきましたが、施設管理運営のサ

ービス向上、業務効率化の方策、また、改善を要する点等の主な意見としましては、体育

館の利用者増及び諸室の稼働率向上に努められたい。ＰＲ活動に努められたい。アクセス

が悪くても足を運びたくなるような魅力ある自主事業を展開していただきたい。幼児室の

稼働率向上に努められたいと、そのような意見がございました。 

 これらを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市美浜区真砂コミュニティ

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、詳細につきましては、私と事務局にて調整する

ということでご承認いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  以上で、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

についての審議は終了いたします。 

 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。 

○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、美浜区役所部会の横山

部会長から千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の小野寺会長にご報告をいただき、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していただきます。この委員会
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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まして、

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、委員の皆様にはご報告さ

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、委員会の皆様にご確認をお願いした

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○横山部会長  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、何かご質問等ございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  よろしいでしょうかね。 

 最後に、全体を通して、委員の皆さんから何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は全て終了いたしまし

た。どうもありがとうございました。 

 では、事務局にお返しします。 

○森田地域づくり支援室長  貴重なご審議どうも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回美浜区

役所部会を閉会します。本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 


