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令和２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：令和２年６月２日（火） １４：００ ～ １６：３０ 

 

２ 場所：千葉市ハーモニープラザ Ｃ棟２階 多目的室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、伊藤 雪代委員、 

関 寛之委員、武井 雅光委員 

（２）事務局 

石井地域づくり支援室長、平岡主査、樋村主任主事 

 

４ 議題： 

（１）部会長の選出について  

（２）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について 

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）部会長の選出について 

   委員の互選により、横山委員を部会長に選出した。 

（２）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について 

  ア 千葉市中央区蘇我コミュニティセンター 

令和元年度の「指定管理者評価シート」について事務局から説明の後、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。 

次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート(案)」

について事務局から説明の後、意見交換を経て、市の作成した総合評価を承認する

とともに、次期指定管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、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： 

○地域づくり支援室職員  皆様、こんにちは。本日は、お忙しい中、お集まりいただき

ましてありがとうございます。 

 定刻より少し早めではございますが、まず冒頭、開会前に本日の流れについて、簡単に

ご説明させていただきます。 

 本日は、まず委員会を開催し、部会長の選出、また、昨年同様、蘇我コミュニティセン
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ターの令和元年度の年度評価を行っていただいた後、総合評価を行います。委員会閉会後、

４月１０日がオープン予定だったのですけれども、新型コロナウイルスの影響により閉館

が続いておりましたが、緊急事態宣言の解除を受けて、昨年度ご審議いただいた蘇我コミ

ュニティセンターハーモニープラザ分館がオープンしておりますので、オープン後の視察

を予定させていただいております。 

 時間の都合もございますので、議事の進行にご協力をいただければと思いますので、ど

うかよろしくお願いいたします。 

 では、ただいまより、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回中央区

役所部会を開会いたします。 

 私は、本日、司会進行を務めさせていただきます、中央区地域振興課地域づくり支援室

の平岡と申します。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条に基づきまして、公開とされて

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。 

 傍聴人の皆様におかれましては、傍聴要領に記載されている事項を遵守されるよう、お

願いいたします。 

 それでは、本日、本年度第１回目の会議であり、委員さんのご変更もございますので、

皆様を５０音順にてご紹介させていただきます。 

 まず、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、ちばぎん総合研究所調査部長の関寛之委員でございます。 

 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。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、職員をご紹介いたします。 

 まず、地域づくり支援室長の石井です。 

 担当の樋村です。 

 また、本日、区長の飯田につきましては、所用により欠席とさせていただいております。 

 以上です。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、地域づくり支援室長の石井からご挨拶申し上げます。 

○石井地域づくり支援室長  改めまして、皆様、こんにちは、中央区地域振興課地域づ

くり支援室長の石井でございます。本来ですと区長の飯田よりご挨拶を申し上げるところ

ではございますが、本日欠席のため、代わりましてご挨拶を申し上げます。 

 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。委員の皆

様には日頃より市政各般に対しまして、多大なるご理解とご協力をいただきまして、厚く

御礼申し上げます。 

 さて、本日の第１回中央区役所部会は、前年度１年間の指定管理者による管理運営を評

価していただく年度評価と、現時点指定管理者の管理業務を総括し、制度導入の効果など

を次期指定管理者の選定等に活用するための総合評価をお願いするものでございます。 

 蘇我コミュニティセンターは、平成２８年４月に移転、リニューアルオープンしまして、

現指定管理者に選定され４年が経過し、今年度が最後の指定期間となりますことから、次
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期指定管理者を選定等する上で重要な検討事項と考えております。 

 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して、簡単ではございま

すがご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  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、事前にご送付させていただきました２冊のファイルのうち、水色のファイ

ル、第１回中央区役所部会資料のほうをお開きください。 

 表紙をめくっていただきまして、資料等の一覧がございます。１が「次第」、２「席次

表」、３が「諮問書」でございます。４、進行表が「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」、５が委員名簿「中央区役所部会委員名簿」となって

おります。以降、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター」の令和元年度評価に関する

資料で、「年度評価」のインデックスがついているところから、６「令和元年度指定管理

者年度評価シート（案）」、７、補足資料が「令和元年度指定管理者年度評価シート補足

資料」となっております。こちらにつきまして、本日、修正の資料を改めて置かせていた

だいております。８、モニタリングレポートが「令和元年度指定管理者モニタリングレポ

ート」、９、事業計画が「令和元年度事業計画書」、１０、事業報告が「令和元年度事業

報告書」、１１、計算書類が「指定管理者計算書類等（３か年分）」、１２、総合評価が

「指定管理者総合評価シート（案）」でございます。 

 続きまして、緑色のファイルをお開きください。表紙をめくっていただきまして、１３

番以降のものがつづられております。 

 １３、参考資料１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」。１４、

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」。１５、参考資料３が「部会の設置について」。１６、参考資料４が「中央区

役所部会で審議する公の施設一覧」。１７、参考資料５が「千葉市情報公開条例・施行規

則 抜粋」。１８番、参考資料６が「評価の目安（年度評価シート）」。１９番、参考資

料７が「評価の目安（総合評価シート）」。２０番、参考資料８が「平成２８～３０年度

指定管理者年度評価シート」。２１番、参考資料９が「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の意見等」でございます。 

 その他、その後ろ、異なる色のインデックスがついているもの、こちらが会議の参考資

料として「募集要項」、「基本協定書」、「提案書」、「管理運営」の基準をつづってお

ります。 

 また、机上に事前にメール等で送付させていただきました「委員の皆様からの質問に対

する回答」及び資料の一部に誤りがありましたので、正誤表となる「資料の修正」をお配

りさせていただいております。 

 以上、おそろいでしょうか。よろしいでしょうか。 

 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項に基づきまし

て、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。 

 昨年度まで部会長をお勤めいただいておりました淡路委員が、今年度ご退任となってお
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ります。委員の任期は２年となっておりますので、新たに部会長が決定するまでの間、吉

田副部会長さんに、仮議長をお願いさせていただければと存じますが、よろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

○吉田副部会長  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進めさ

せていただければと思います。 

 議題１です。「部会長の選出について」に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

事録の承認等、部会を代表していただきます。 

 それでは、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でしょうか。 

                 （挙手あり） 

 武井委員、お願いいたします。 

○武井委員  また、横山委員さんにお願いできるといいと思いますが。 

○吉田副部会長  ただいま、横山委員を部会長に、との推薦がございましたが、いかが

でしょうか。 

（異議なし） 

○吉田副部会長  では、皆様、ご承認ということで、ほかにご意見がないようですので、

横山委員を部会長に決定したいと思います。 

 では、横山委員、部会長をよろしくお願いいたします。お席へお願いいたします。 

 では、横山部会長より一言いただけますでしょうか。 

○横山部会長  再度、部会長に就任しました横山です。また、よろしくお願いします。 

○吉田副部会長  では、部会長、選出されましたので、議長は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  では、「次第」に従いまして、議事を進行していきたいと思います。ご

協力のほど、よろしくお願いします。 

 議題２です。「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評

価について」に入らせていただきます。 

 まず、「年度評価及び総合評価の概要」について、事務局よりご説明をお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  地域づくり支援室の石井でございます。 

 それでは、ご説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 それでは、「１ 年度評価の概要」についてでございます。 

 まず、年度評価についてですが、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に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。 
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 選定評価委員会につきましては、市で作成した「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、「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ことを目的とした当該

指定管理者の「財務状況」などを検証し、委員の皆様よりご意見をいただくものでござい

ます。 

 最終的に、部会としての意見を取りまとめ、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。 

 「年度評価の概要について」の説明は、以上でございます。 

 続きまして、指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価の概要についてご説明いた

します。 

 まず、総合評価は、現指定管理者の管理業務を総括し、制度導入の効果、現指定期間に

おける課題や問題点、現指定管理者のサービス向上に向けた取組みなどを、その後の施設

の管理運営の在り方の検討や次期指定管理者の選定等に活用するため、指定期間の最終年

度において指定管理者選定評価委員会にて行うものでございます。 

 次に、評価の進め方でございますが、まず、最終年度を除く指定期間を通じた過年度の

評価結果等を踏まえ作成しました「指定管理者総合評価シート（案）」についてご説明さ

せていただき、委員の皆様にはこの総合評価について、「評価の妥当性」をご審議いただ

くとともに、制度導入の効果、現指定期間における課題や問題点などの観点から「次期指

定管理者の選定に向けてのご意見」をいただきたいと考えております。 

 総合評価の概要についての説明は、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。よろし

いでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、「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。 

 ご説明お願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、「令和元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」、ご説明いたします。 

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

対象となり、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いたします。 

 それでは、インデックス、年度評価の「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧

ください。 
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 はじめに「１ 公の施設の基本情報」及び「２ 指定管理者の基本情報」についてです

が、記載のとおりでございます。 

 成果指標及び数値目標ですが、こちらは蘇我コミュニティセンターと蘇我勤労市民プラ

ザを統合するに当たり、両施設の運営状況を勘案し、市において設定しましたが、市の設

定を上回る数値を指定管理者が提案をしてきているため、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、「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

おいて４万９，１００人以上となっております。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」ですが、「（１）成果指標に係る数値目標の達成

状況」についてご説明いたします。 

 施設稼働率（諸室）の数値目標は、先ほど「１ 公の施設の基本情報」でもご説明しま

したとおり、市設定の数値は括弧書きで表しております。令和元年度の実績は６１．５％、

達成率は９７．５％で、市の設定した数値に対する達成率は９７．６％でございます。 

 施設利用者数（スポーツ施設）につきましては、令和元年度の実績は３万５，５９１人、

達成率は７２．５％で、市設定の数値に対する達成率は７２．６％でございました。 

 次に、２ページをご覧ください。「４ 収支状況」です。 

 はじめに、「（１）必須業務収支状況」をご説明いたします。 

 「ア 収入」ですが、指定管理料は実績額と計画額において６９万２千円の差がござい

ますが、これは新型コロナウイルス感染拡大による利用料金収入の減収に伴う指定管理料

の増額によるものでございます。利用料金収入は、実績額と計画額においてマイナス９６

万７千円の差がありますが、これは新型コロナウイルス感染拡大による利用料金収入の減

収によるものでございます。その他収入は、実績額と計画額において２５万４千円の差が

ありますが、これは台風１５号等の大雨に伴う損失補償によるものでございます。合計額

は、提案額が９，４００万６千円、計画額が９，３３２万７千円、実績額が９，３３０万

６千円となっております。 

 「イ 支出」ですが、事務費につきましては、提案額と計画額においてマイナス６１万

３千円の差がありますが、これは提案時、消費税１０％で積算したことによるものでござ

います。また、実績額と計画額においてマイナス３１８万２千円の差がございますが、こ

れは光熱水費の節減によるものでございます。管理費は、提案額と計画額においてマイナ

ス６万３千円の差がありますが、これは提案時、消費税１０％で積算したことによるもの

でございます。また、実績額と計画額においてマイナス４６万円の差がございますが、こ

れは、清掃費の節減によるものでございます。 

 その他事業費ですが、備品の購入がなかったため、実績は０円となっております。間接

費は、提案・計画と実績は同額であり、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。合計額は、提案額が９，４００万６千円、計画額が９，３３２万７千円、

実績額が８，９６２万２千円となっております。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」ですが、評価マニュアルにおいて「自主事業は指定管理者

が自発的に行うものであり、指定管理料の充当もないため、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もの」としているため、実績のみを記載しており
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ます。 

 「ア 収入」合計額は１，０３４万９千円、「イ 支出」合計額は８３８万円となって

おります。これら（１）、（２）を踏まえ、（３）の収支状況ですが、必須業務の収支は

３６８万４千円のプラス、自主事業の収支は１９６万９千円のプラスでした。総収入は１

億３６５万５千円、総支出は９，８００万２千円となり、収支は５６５万３千円のプラス

となりました。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、剰

余金の２０％に当たる１１３万１千円を現物により「利益還元」することとしております。

現在、協議中のため、記載の表現となっておりますが、「評価シート」公表時には、記載

内容を修正する予定でございます。 

 次に「５ 管理運営状況の評価」ですが、「（１）管理運営による成果・実績」は、市

が設定した数値目標に対する評価になり、施設稼働率（諸室）は成果指標に係る数値目標

の達成状況が９７．６％であったことから「Ｃ」評価といたしました。施設利用者数（ス

ポーツ施設）については、昨年度と同様「選定時の数値目標の設定が高過ぎたのではない

か」というご意見を踏まえ、達成状況は７２．５％でしたが、今回改めて精査した結果を

踏まえ、「Ｃ評価」といたしました。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」は、指定管理料が選定時の提案額より約０．

１％の削減となりますが、新型コロナウイルス感染拡大による利用料金収入の減収に伴う

補填も含まれているため、その影響額を除きますと、約１．０４％の削減となっているた

め、「Ｃ」評価としております。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」です。自己評価については、指定管理者による評

価を記載しております。市の評価については、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毎の平均値を算出し、「評価の目安」に基づき、

評価を行いました。 

 まず、「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」については、インデックスの補

足資料「年度評価シート補足資料」一番下の行をご覧いただきますと、「年間の点数の平

均値」が０．１３点でございました。この場合、「評価の目安」では「Ｃ」となりますが、

１０月２５日の大雨の影響により、帰宅困難者の受入れを朝方まで対応したことを踏まえ、

総合的に判断し、「Ｂ」といたしました。 

 同様に、「２ 施設管理能力」 「（１）人的組織体制の充実」については０．２５点、

「（２）施設の維持管理業務」については０．１５点、「３  施設の効用の発揮」、

「（１）幅広い施設利用の確保」については０．３４点、「（２）利用者サービスの充

実」については０．２９点、「（３）施設における事業の実施」については０．１７点、

「４ その他」については０．１７点でございましたので、「評価の目安」に基づきいず

れの項目も「Ｃ」評価といたしました。 

 指定管理者の自己評価と市の評価が相違している点のうち、「３ 施設の効用の発揮

（１）幅広い施設利用の確保」については、提案書の４４ページにおいて指定管理者の独

自目標として、新規登録サークル数を掲げておりますが、令和元年度は目標値を超える登

録を達成したため自己評価を「Ｂ」としたとのことでしたが、過年度においても同様に目

標値を超えており、市としても「Ｃ」と評価していたことから、令和元年度においても同
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様に「Ｃ」といたしました。 

 また、「（３）施設における事業の実施」においては、提案時の独自目標である自主事

業回数の１８０回を超える４８６回となったことにより、自己評価を「Ｂ」としたとのこ

とでしたが、市の受託事業である「おはなし会」の参加者数値目標は、「事業計画書」の

１３ページから「１回あたりの参加人数が２０人であり４回実施予定ですので、延べ８０

人」となっております。対して、実績では「事業報告書」の１３ページから１６ページに

なりますが、１回目は４人、２回目は７人、３回目は４人となり、延べ１５人となってお

り、１回当たりの参加者数値も下回っております。なお、３月は臨時休館の影響により実

施されておりません。よって、自己評価と市の評価は、「Ｃ」の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が行われていたと判断いたしました。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会中央区役所部会意見を踏まえた対応」ですが、

前回の選定評価委員会は令和元年度に開催しており、意見対象年度はその前年の３０年度

ということになります。そこでは、ご意見が２項目ございました。 

 まず、「お茶会」における意見・要望等の分析や対応策に関するご意見ですが、その対

応については、諸室の利用方法についての案内板をリニューアルし、周知を図りました。

ほかにも必要に応じて事案ごとに対応策を検討し、サービス向上を図りました。 

 次に、アンケート等の結果に基づく分析や利用促進方法に関するご意見ですが、その対

応については、令和元年度において、アンケートや利用者等の意見を総合的に分析し、具

体的な利用促進策を検討いたしました。令和２年度は、宮崎公民館とボッチャを共催で実

施することや、「Let’s enjoyそがスタンプラリー」に参加し、蘇我コミュ二ティセンタ

ーの認知度を広げていく予定でございます。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」です。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」としましては、通常運営時における調査

を年２回、また、未利用者アンケートを年３回実施いたしました。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、アンケート結果から「総合的には、利用者は満足を

得ている」と指定管理者は判断しております。主な高い評価項目といたしまして、「①受

付の対応」、「②各部屋の清潔感」、「③電話対応」があり、主な改善検討事項といたし

まして、「①諸室の空調の快適性」、「②体育館の更衣室の使い勝手」がございました。 

 第２回目は、全コミュニティセンター統一の質問内容で実施しましたアンケート結果か

ら、「利用者は概ね満足を得ている」と判断しております。未利用者アンケートは、宮崎

公民館の協力の下、実施いたしました。アンケート結果から、施設を知っている人の割合

は約８０％でございましたが、他の類似公共施設を利用している割合が高いことが分かり

ました。また、地域情報の入手といたしまして、「ちば市政だより」と回答しました方が

最も多く、イベントや講座の取組みに関心が高いことも分かりました。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「（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、はじめ

に「駅前連絡所の場所が分かりにくい」との件につきましては、玄関から連絡所の入口ま

で赤いじゅうたんを敷いて対応いたしました。 

 二つ目の「給水機を設置してほしい」との件につきましては、給水機を体育館棟へ設置
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いたしました。 

 最後に、「７ 総括」でございますが、「（１）指定管理者による自己評価」は「Ｃ」

でございます。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のことでございます。 

 「（２）市による評価」でございますが、「５ 管理運営状況の評価」の（１）から

（３）の１０項目につきまして、「（３）管理運営の履行状況の」「１ 市民の平等利用

の確保・施設の適正管理」のみ「Ｂ」といたしました。それ以外の項目は「Ｃ」評価でし

たので、「総括評価の目安」に従い、「概ね市が指定管理者に求める水準等に則した、良

好な管理運営が行われていた」と判断いたしまして、「Ｃ」評価としております。 

 続きまして、令和元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申し上げま

す。 

 「施設管理・運営の状況」として、自主事業につきましては提案事項をおおむね実施し、

変化する状況に対し、柔軟に対応しておりました。また、日々の点検を適切に行い、「診

断カルテ」により施設の不具合状況の管理・報告を行っております。さらに、緊急時の対

応といたしまして、大雨による帰宅困難者の受入れや新型コロナウイルス感染拡大防止に

よる臨時休館など、臨機応変に対応していることは評価できるものでございます。 

 今後の改善事項は、旧蘇我コミュニティセンター解体工事に伴いまして、駐車場の区画

が１３台分拡張され、満車状況は一定の改善がございました。また、蘇我コミュニティセ

ンターのホームページ上に駐車場の混雑度を時間帯別に掲載いたしまして、混雑緩和に努

めていることは評価できるものでございます。今後も駐車状況を注視してまいりたいと考

えているところでございます。 

 「年度評価について」の説明は、以上でございます。 

  続きまして、「委員の皆様から事前にいただきました質問に対する回答」について、

ご説明いたします。 

 お手元の「委員からの事前質問に対する回答」をご覧ください。ご質問は、全部で１２

項目ございました。 

 まず、Ｎｏ.１ですが、「ブラインド紐切断の犯人と思わしき方と、その後のトラブル

の発生はあるか。また、防犯カメラの設置に伴い、トラブル抑制の実感はあるか。」とい

う内容でございます。 

 これにつきましては、ブラインド紐切断後のトラブルはなく、防犯カメラの設置や蘇我

駅前交番との連携、館内巡回の強化などにより、新たなトラブルを抑制できているものと

考えております。 

 次に、Ｎｏ.２でございますが、「２０１９年１０月の台風による大雨の際に、避難所

及び帰宅困難者の一時滞在施設として中央区蘇我コミュニティセンターが開放されたが、

立地から今後も同様の役割が求められる。よい対応ができた点や今後の課題などを教えて

ほしい。」という内容でございます。 

 これにつきましては、市の避難所運営委員会・宮崎公民館とも情報を共有いたしまして、

受入れ体制を整え運営ができたことや、避難者及び帰宅困難者に対して公平に対応するこ

とを心がけたことがよい対応ができた点となります。 

 一方、今後の課題といたしましては、避難所運営委員会組織が設置される事案ではなか
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ったので、避難所運営委員会の設置条件などが課題となります。 

 次に、Ｎｏ.３でございますが、「自主事業の中で、Ｎｏ.２１の郷土史研究について、

参加人数及び収支の面から良い実績を残しているが、どのような創意工夫が行われている

か。」という内容でございます。 

 これにつきましては、元千葉市郷土博物館館長が講師となり、地域への愛着、関心を高

め、探検心や好奇心を満足させる講義内容としているところでございます。 

 次に、Ｎｏ.４でございますが。 

○吉田委員  石井さん、４番は非公開情報ですよね。なので、今は触れないでください。 

○石井地域づくり支援室長  はい。Ｎｏ.４につきましては、記載のとおりでございま

すので、ご確認いただければと思います。 

 次に、Ｎｏ.５ですが、「収支状況の推移において、必須業務においても常に黒字収支

となっているが、千葉市からの指定管理料が必要額よりも多くなっていないか。」という

内容でございます。 

 こちらにつきましては、利用料金が増額傾向でございまして、支出額が減少傾向である

ため、指定管理者の経営努力によるものと考えられます。利用料金の増額傾向については、

自主事業を行うことによる諸室の収入、支出の減少傾向につきましては、電力会社の変更

や単価交渉、冷温水発生機の保守料金の価格交渉などによるものと考えてございます。 

 次に、Ｎｏ．６でございますが、「成果指標及び数値目標の設定理由について教えてほ

しい。」という内容でございます。 

 こちらにつきましては、千葉市指定管理者制度運用ガイドラインに基づきまして、成果

指標として施設稼働率、スポーツ施設においては施設利用者数を採用しております。数値

目標の設定方法につきましては、平成２４年度から平成２６年度における施設稼働率や施

設利用者数の実績及び伸び率を勘案してございます。 

 次に、Ｎｏ.７でございます。「①満足度調査の項目で、平成２８年度には、講座等の

企画及び予約方法の設問があったが、平成２９年度以降は設問がされていないのはなぜか。

また、その経緯を教えてほしい。あわせて、アンケート調査結果報告書を送付して欲しい。

②満足度調査の結果を次年度の運営に活かすようなプロセスが読み取れないがアンケート

結果をどのように活用しているのか。そのプロセスや改善事例を教えてほしい。」という

内容でございます。 

 こちらにつきましては、①調査項目については、こちらは市民総務課が毎年度見直しを

行っております。当該項目は未回答率が高いことから設問を削除し、コミュニティセンタ

ーが独自に実施しているアンケートで対応できると整理いたしました。予約方法について

は、新予約システムに移行したことに伴い満足度を把握しておりましたが、期間経過によ

り不要と判断しました。代わりに、平成２９年度に施設を利用した全般的な満足度を図る

ため、「施設全体の満足度」を追加しました。調査結果資料については、電子メールでの

送付とお手元にお配りさせていただいているとおりでございます。 

 ②プロセスにつきましては、毎月１回行われる社員ミーティングで、アンケート内容を

分析し改善内容をまとめた後に、従業員全体のミーティングを通しまして、指定管理を行

っている所長会議で情報を共有してございます。改善事例については、別紙に記載のとお

りでございます。 
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 次に、Ｎｏ.８でございます。「①アンケート調査結果報告書を送付して欲しい。②ア

ンケート調査結果を次年度の運営に活かすようなプロセスが読み取れないがアンケート結

果をどのように活用しているのか。そのプロセスや改善事例を教えてほしい。」という内

容でございます。 

 こちらにつきましては、①調査結果資料については、電子メールでの送付とお手元にお

配りのとおりでございます。②プロセスにつきましては、Ｎｏ.７の回答と同様となりま

す。改善事例につきましては、別紙に記載のとおりでございます。 

 次に、Ｎｏ.９でございます。「３月の稼働率減の理由はなにか。また、休館の影響を

除くと３月の稼働率は何％になるのか」という内容でございます。 

 こちらにつきましても、記載のとおりでございますので、ご確認いただければと思いま

す。 

 次に、Ｎｏ.１０でございますが、「①指定管理料を６９万２千円増額、台風時の損出

補償を１９万８千円としている金額の根拠は何か。それは指定管理者からの要請か。②施

設が使えない状況で、指定管理者の収支が良いがどんな協議を行ったのか」という内容で

ございます。 

 こちらにつきましても、記載のとおりでございますのでご確認をお願いいたします。 

 次に、Ｎｏ.１１でございます。「間接費減額は可能なのか。また、そのような協議は

行ったのか」という内容でございます。 

 続きまして、Ｎｏ.１２でございますが、「①諸室等の稼働率が令和元年度の目標と実

績の差の理由はなにか。②目標と実績で１０％以上差があるものが１２諸室あるが、目標

を立てるのが難しいのか。③１０％以上の差があるものについては説明してほしい。」と

いう内容でございます。 

 こちら、ともに記載のとおりとなってございますのでご確認いただければと思います。 

 「事前質問に対します回答」についての説明は以上となります。よろしくお願いいたし

ます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、所管から一通りご説明いただき、「蘇我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、まずはじめに、この市当局の作成しました評

価の妥当性について及び指定管理者の施設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、委員の皆さんからご意見を伺いたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

 武井委員、どうぞ。 

○武井委員  今の「総合評価シート」の３ページのところで、施設の稼働率について、

諸室については何もコメントがなくて「Ｃ」になっていて、スポーツ施設のほうだけは設

定が難しかったというか、最初の数字としては無理のないところはあるのだけれど、前の

数値を使ってこういう結果になりましたよということだと思うのですけれども、それを言

うのであったら、逆に上の稼働率に、諸室の稼働率についても、これ、さっき質問の中の

１２番で聞いているところなのだけど、一番端的なのは、別添２というのが、今の資料、

うんと後ろのほうのインデックス、計算書類の２ページ前のところの、これを見てもらう

と分るのだけど、諸室の数字というのは、もう全然合っていなくてまさに体育施設と一緒
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なんです、これ。たまたまそれを平均したらこうだああだと言うけど、一つ一つのベース

になるところが、もうこれ、パーセントの意味でも１０％超えるほうが多いのです。プラ

スになったり、マイナスになったり、要はもう最初の設定がおかしかったのだろうと思い

ます。 

 そうすると同じ話なのです、これ。さっきのところのスポーツ施設についても、それか

ら諸室についても同じではないかと。にもかかわらず、これを二つ区別するのは、ちょっ

とおかしいのではないかと。 

○横山部会長  ご質問ですか、ご意見になりますか。何か、事務局のほうでお答えでき

ることはありますか。 

○武井委員  何で、これをさっきの３ページの管理運営状況の評価のところの施設稼働

率の諸室はそのままで、スポーツ施設のほうについてはこういうコメントをつけたのです

かという質問にします。 

○地域づくり支援室職員  スポーツ施設につきましては、当初、市が設定したこの４万

９千人という人数の中に、旧蘇我勤労市民プラザ体育施設が体育館とトレーニング室とエ

アロビクス室の三つで構成されていたということで、そこの実数を入れ込んでしまってい

たのですけれども、現在コミュニティセンターのスポーツ施設としては、そのうちの体育

館とトレーニング室の２か所だけで、エアロビクス室については、諸室として整理をし直

したということがございます。当初、市が設定したこの４万９千人という数値の中からは、

本来エアロビクス室の人数というものを除いた数字で設定をするべきだったということで、

こちらの管理運営状況の評価のスポーツ施設の「Ｃ」のところに、実績における数字と相

違しているためという文言を入れさせていただいております。 

○武井委員  でも、むしろそれだったら、体育施設のほうはそれなりに理由、理屈づけ

ができますということだけど、そうしたらさっき、今出した別添２の諸室のところでこん

なに目標と実態が全然合っていない。これについては、何もそういう説明がないのですか。 

○地域づくり支援室職員  諸室のほうにつきましては、旧勤労市民プラザと蘇我コミュ

ニティセンターの実績から、目標設定というのはつくらせていただいたのですけれども、

実際に稼働していなかったというところもありまして、大きな乖離が出てしまったという

ふうに考えております。 

○武井委員  扱いを変えるというのは、まさに同じなのです。それを何で二つの扱いを

変えるの。 

○横山部会長  武井委員は、従前、面積による加重平均をすべきというご主張をされて

いたかと思いますけれども、この別添２で加重平均加味して、バッテンがついているとこ

ろですか。最終的に５９．８％という数字が出ていますけど、こちらで見るべきだという

ご意見でしょうか。 

○武井委員  いや、そうではなくて。 

○横山部会長  ではなくて。 

○武井委員  今の話を、ここの評価のところで二つ、わざわざ扱いを分けたから、それ

はおかしいのではないのと。 

○横山部会長  ダブルスタンダードであるという。 

○武井委員  そう、同じ話でしょうと。 
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○横山部会長  そういうことですね。 

 ただ、あれですよね、スポーツ施設のほうは、言ってはあれですけど、要するに市の設

定が間違いだったということでしたよね。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。実際、エアロビクス室を抜いた市の設定として

目標数値を立てるのであれば、３万４千人ぐらいが妥当であったというふうには考えてお

ります。 

○横山部会長  ですから、設定自体が間違っていたからそのまま使うことはできないと

いう。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。 

○横山部会長  これ、多分、形式に当てはめると「Ｄ」になるのですよね。七十何％で

すから。 

○地域づくり支援室職員  そうです。なので、過年度の２８、２９と「Ｄ」評価として

いたのですけれども、こちらの委員会の中でそもそもの設定がおかしいのではないかとい

うご指摘を受けて、当時の担当のほうで精査し直したところ、本来、目標数値に入れるべ

きではないエアロビクス室の人数が含まれていたということで、修正をさせていただいて

おります。 

○武井委員  最初の、これ５年間これで終わったから、次からはきちんとやれるのだろ

うと思うけど、そこだけそう言われると諸室のほうもこんなにばらついていて、もういい

のも悪いのも、もうぐちゃぐちゃではないですかと、こんなのコントロールしていると言

えないのではないか。それを評価基準に入れてやっているのですねという、そこのところ

の、また問題にいってしまうのです。 

 もう、結果論としてこうで、そういう見方をしていますというのは、それでしようがな

い話なのだけど。 

○吉田委員  では、ちょっと成果指標に絡んで言っていいですか。ほかの部会、市民文

化部会のほうでも、やはりコミュニティセンターのこの諸室の稼働率というのはとても達

成しやすい目標になってはいないかという議論が確かに出まして、コミュニティセンター

のビジョンとして、コミュニティ活動の促進であるというところから、もしかしたらサー

クル数とか、そういったもっとしかるべき成果指標があるのか、ないのかを、市のほうと

しても達成度含めて検討されるべきタイミングではないかということは、ご提案させてい

ただいております。本日、話の共有としてここで発言させていただいてみました。 

○武井委員  それで、追加をすれば、ここの蘇我のコミュニティセンターについては、

単なる平均じゃなくて、加重平均も用いてやるというのは市のほうの方針が出たはずです

よ。 

○横山部会長  そこは、多分明確でないと思うのですね。親会のほうで、武井委員の中

央区役所部会からのご意見ということで、加重平均を取るべきだということは意見が出た

んですけど、親会のほうではちょっと否定的な委員も多くて、それが市の方針だと決まっ

たわけではないと思います。 

○武井委員  いや、その後、市民総務か何から市の上のほうも巻き込んで話をしまして、

今回基準そのものは、この５年間の中に入れちゃっているのであれだけど、その後につい

てはということで、それでそれまでの間も加重平均も併記させましょうというのは、市民
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総務課のほうからも聞いています。 

○横山部会長  併記するという方針はありましたけれども、また今後、次期の設定評価

の基準が示されていたように、今、市の全体的な意見、取りまとめで出てくるのでしょう

ね、恐らく。 

○吉田委員  サークル数に関しても、サークル活動が高年齢化によってサークル数が消

滅している中で、無理してサークルをつくっていただくよりも、コミュニティ活動という

のが、もともとどのように指標としてなり得るのかというものも考えていかなければいけ

ないのかなというご意見もやはりありました。ただ、目的に合った成果指標でないと難し

いのかなというところかと思うのですが。 

○横山部会長  ちなみに、武井委員は先ほどご質問のあった「５ 管理運営状況の評

価」、市の評価、「Ｃ」、「Ｃ」となっていますけど、そこについて何かご異論はあるの

ですか。違う評価をすべきだという。 

○武井委員  そう、だから、本来の形で見てしまうのなら、ここは「Ｃ」で本当にいい

のですかという。 

○横山部会長  ごめんなさい、逆にご意見として、「Ｄ」にすべきだとか、「Ｂ」にす

べきだとか。 

○武井委員  それはどっちも言いがたいところあります。 

○横山部会長  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかに、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○吉田委員  ４ページの管理運営の履行状況で。 

○横山部会長  年度評価ですね。 

○吉田委員  はい。３の（３）で自己評価では、指定管理者が「Ｂ」になっているのに、

市として「Ｃ」にされたというところなので、特に評価が変わっているのにコメントがな

しとなると、なかなか指定管理者側もどこの資料を見ればこれをどう考えたのかというの

が分りづらく、最後の総合所見でも触れられてはいると思うのですが、特にこの評価が変

わったところは、もう少し個別具体的に「年度評価シート」に反映させていかないと、指

定管理者とのコミュニケーションがうまく図れないのではないかなと考えております。 

 先ほど、口頭ではあったと思いますので、反映していただければと思いました。 

○横山部会長  特に何か特記事項というか、その評価になったことをご質問というわけ

ではないのですか。 

○吉田委員  そうですね。「Ｂ」から「Ｃ」になったのにコメントなしというのが、違

和感があったということです。 

○横山部会長  指定管理者のやる気につながるということですね。 

○吉田委員  はい。そうですね。自分たちとしてはよかったけど、市としては読み聞か

せ会がまだ達成できていないというところで書いていただいたほうが、今の状況だとなか

なか開催ができないのでしょうが、このポイントなのかなというところで、指定管理者と

のコミュニケーションが円滑になるのではないかと思います。 

○横山部会長  では、ご意見ということで。 

 ほかに、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 



 

 ―１５― 

 どうぞ。 

○関委員  こちら自主事業に関する意見というか、改善に関する意見になると思うので

すけど、これ成果目標の稼働率となっていて、６１．５％ということで、達成率９７．

６％と、ほぼ、いい成績かなと思います。昨日、１時間ぐらいかけまして実際にコミュニ

ティセンターの中をご案内いただいたときに、所長からこの稼働率に関して自主事業とサ

ークル活動とどのぐらいの寄与度なのですかと聞いたら、自主事業が大体２割ぐらいと、

サークル活動は８割ぐらいと回答されていて、では、この稼働率はもっと高めていくため

にはどうしたらいいかということで考えると、サークル活動をもっともっと増やしていく

というのが一つあると思うのですが、一方、意外と知られていないと。私も実は中央区民

なのですが、あんなすばらしい施設があることを知りませんでした。実際、知れば使うき

っかけになると思うのですけれども、そういう中で自主事業というのはすごく有効な役割

を果たすと思うのです。 

 この事業計画、事業報告書を見て、その自主事業の中身を拝見すると、結構、健康マー

ジャンですとか、イタリア講座みたいな１千人規模で参加をしているような、すごく人気

の講座もあって、講座内容としてはいいのではないかなというふうにおおむね思うのです

けれども、また、約５割の事業が黒字であるということで、公的なこういう講座を運営す

るに当たっては、まあ、まずまずの収益率かなというふうに思います。 

 一方で、その参加人数が当初の目標に対して、達成している講座は約５割となっていて、

ちょっとここは残念かなと。先ほどおはなし会が参加人数が少なくて、「Ｂ」が「Ｃ」に

なったというお話がありましたけれども、やはり稼働率も重要ですが、そこにいかに大勢

の方が参加いただいたか、そういうものも重要だと思うのです。それをいかに増やしてい

くかというと、やっぱりマーケティング調査というか、実際に利用者の声を聞いてみない

となかなか評価できないと。満足度調査もやっていらっしゃるのですが、実際いただいた

資料で５段階評価、講座に対する評価を５段階評価で見てみると、「大変満足」が約１割、

「満足」が６割、合計すると７割なので、まあまあよいではないかというのですが、私の

経験からすると、「大変満足」という回答をしないと、なかなかリピーターにならないの

です。ですから、「大変満足」という回答をいかに増やしていくかというのが一つ課題で

あります。 

 そういう中では、恐らく講座ごとに満足度調査と、次回また利用したいかというリピー

ト率調査というか、そういうものもやってみて、やっぱり講座ごとに見て、どれほどニー

ズがあるのか。ニーズがない講座であれば、ニーズがあるように中身をブラッシュアップ

するとか、講座そのものを見直してみるとか、そんなことも考えていく必要があるのでは

ないかなというふうに思います。 

 いろいろ、利用したことのない人に関する調査もやっていらっしゃって、これ、言い換

えると潜在需要をいかに見える化するかということなのでしょうけど、大変いい取組みだ

と思いますが、やっぱりそこでも面白い講座があったら参加するという回答が非常に多い

という結果でしたので、やっぱり知ってもらうには自主事業をいかに面白いものに、更に

面白いものに変えていくかということが必要なのかというふうに感じました。 

 何でこういうことを申し上げるかといいますと、弊社が県内企業７千社ぐらいの会員組

織がありまして、会員企業向けにセミナーとか研修を毎年実施しています。そのセミナー
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と研修ごとに満足度調査をやって、やっぱり年度ごとにタイムリーに内容を変えていると

いうことがあります。会員企業のニーズというのは、もう社会の変化に応じて目まぐるし

く変わるものなので、そこはやっぱりデリケートに扱わないと、なかなかニーズに合った

サービスが提供できないということになるわけであります。 

 多分、こういったコミュニティセンターの事業も、そういうことはあるのではないかな

と思うので、参加率というか、参加人数を増やすために、一部講座の見直しなんかをして

みてはどうかなと、そのためのエビデンスとなる満足調査をもう少ししっかりとやったほ

うがいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○吉田委員  １点、確認よろしいですか。 

○横山部会長  はい。 

○吉田委員  今、自主事業の盛り上がりというお話でしたが、市から指定管理者に対し

ては、必須業務については割と細かくご指導される一方、自主事業に関しては、市から細

かい指導とか、そういったものはされていないというイメージです。その点は、私の認識

は違いますでしょうか。 

○石井地域づくり支援室長  委員のおっしゃるとおり、重きは、いわゆる自主企画とい

うところに重きというか、まずはうちからの委託事業に対しましての、そういった点の、

達成度というものはクリアしていただいた中で、それにくっつける形で、今度企画提案、

自主企画事業といったものを指定管理者の方々に伸ばしていっていただければというのが

ベースにはございますが、ただ、とは言いつつも、コミュニティセンター全体として考え

たときに、ではどうするのよといったときに、関委員からのご指摘もございましたけれど

も、いろんな展開はやっぱりしていただかないといったところも一方であるというのは認

識してございます。 

 ただ、基本的な考えといたしましては、市からしますと、委託事業に対しましては、あ

る程度の達成率、それに加えてということで自主事業のほうを展開していただくというこ

とが基本的なベースになると考えております。 

○吉田委員  それのバランスが難しい。 

○石井地域づくり支援室長  そのバランスがですね、バランスなので、だから今回評価

させていただいたという点では、そこら辺は、見させていただいているというのは、委員

ご指摘のとおりでございます。 

○吉田委員  本来的には、まず受託事業をしっかりやっていただいた上で、まあ、空き

室、特に諸室の空きがちな時間体であるとか、サークル活動では皆さんなかなかハードル

が高いから、まずコミュニティセンターを知っていただくためにも自主事業の企画で来て

いただいて、理想としてはそこからサークル活動に発展していっていただければという位

置付けではあるのですよね。 

○石井地域づくり支援室長  そうでございます。はい。 

○吉田委員  なかなか難しい。 

○石井地域づくり支援室長  そのとおりで、バランスが難しい。 

○吉田委員  ただ、先ほど申し上げたサークル自体も減ってきている中で、コミュニテ
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ィセンターが、サークル活動というものをどこまで前面に押し出されていくかどうかとい

うのも転換期にはあるのかなというのは、こちらだけでなくて幾つかの施設を見させてい

ただいている中では、感じているところです。申し訳ございません。意見ではなく感想に

なってしまいました。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 ほか、ご意見、ご質問等ございましたら。 

 武井委員、どうぞ。 

○武井委員  質問書のほうにも入れたのですが、今、全体的にはかなりうまくいってい

るなという認識ではあるのだけど、３月のセンターとしてはクローズにしたわけではなく

て、開きながら一部制限したような状況だったので、これはある程度しようがないのかな

という気はしていたのだけど、ただ、それの補償がまさにフルコスト全部認めているので

すよね、これ。それと同じようになったら、今後、今年度になったら４月、５月と止めて

いるでしょう。クローズにしたときなんて本来は指定管理料、減るのが普通だと思うのだ

けど、このままでいったらその上にまた全部乗っけてしまうのですか。 

○石井地域づくり支援室長  ここにつきましては、武井委員ご指摘の全部乗せるのかど

うかというところでございますけれども、今の補塡の考え方としましては、今、指定管理

者の方というよりも、市からそのクローズをということで閉館、閉めてくださいというこ

とを申し上げておりますので、これは指定管理者としての判断で閉めているという状況で

はなかったというのがベースにございます。そこから考えますと、やはりその補塡といっ

たところは、市が閉めてもらったという期間は、何かその補填の対象になるのかとは思っ

ておりますし、では、割合なりというのはどのぐらいのを見てあげるのだといったところ

でございますが、ここはやっぱり、何というのですか、そこの割合、これまでも補塡した

というところの出し方をしました１００％を出しているということではございませんで、

今後の対応についての市民総務のほうとそこも詰めて行くことになろうかとは思うのです

けれども、ちょっと現時点でそれをどこまで見て補塡するのかというのは、ちょっとこの

現状ですと申し上げられないというところでございます。 

○武井委員  だけど、今回、この４月、５月の分なんて完全に止まっていますから、そ

のときなんかでも指定管理料はフルに払って、更に減収になった点が、使用料が減った分

をまたフルに払うというのは、何か、ちょっとダブル、もう市民の立場になったら、そう

いうのを使えるためにそれなりに税金も払ってこうやっているのだろうに、それを使えな

くて、それでいて更に上乗せして払わなきゃいけないという話です。それは、何か、市民

感情として何かおかしいと思うし、その辺の契約どうなっているのだと思っていたら、や

っぱり協議することになっているわけでしょう。 

○石井地域づくり支援室長  そうですね。 

○武井委員  協議のところで、そこはしっかり立場を出さないと、このケースについて

前年度の、令和元年の分についても、これ、もう内容見たら全部全ての項目、みんな認め

ているのです。ちょっとやり過ぎなのではないのという感じを持つのだけど、そのあたり

はどうなのですか。 

○地域づくり支援室職員  全額ということではなく、当市の指定管理料の補填額は増額

要素から減額要素を引いて出すということで、基本的にその増額要素となるのは休館等に
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よって収入できなくなった利用料金、こちらは増額要素。指定管理者のほうで勤務をしな

くなった人件費とか、あとは発生しなくなった光熱費とか、再委託料とかの維持管理経費

というのは減額要素として引くというふうにはなっております。 

 ただ、ちょっと３月につきましては、実際、半分開けて、体育施設は開いているけれど

も諸室が閉まっているとか、諸室は開いているけれども体育館が閉まっているなど、全く

完全に閉めたわけではなかったため、光熱費などの算出ができず、基本的には利用料金収

入の減額というのを過去の利用料金に準拠、３年分とかからはじいたもので想定されるも

のを、利用目的制限による減収額等については１０割、それ以外については８割の支出割

合で掛けたような形になっております。 

○吉田委員  私も質問させていただいて、５番になるのですが、総合評価です。今年度

評価でも同じ形になるかと思うのですが、収支で今回、利益還元、毎期されていることな

ので、どうやらコミュニティセンターというのは利用料金収入を見込むことができること

によって黒字収支、かなり大きな黒字収支を計上しがちなのかなというのが、またこちら

に限らず感じているところであります。総合評価の中でもお話しさせていただこうとは思

っていたのですが、指定管理料自体がそもそも適正なのか、計画時点は皆さん、計画も提

案も収入支出が同額で、当然指定管理者の会社としては維持管理費で利益分は除いている

という建前にはなっていると思います。しかし、指定管理業務を行うことによって、黒字

収支で大きく持っていかれているというのは、やはり武井委員がおっしゃったように原資

となる税金からこれほど指定管理によって民間に流れていくのが、必要な金額があれば当

然お支払いするべきだと思うのですけど、過度になっていないかどうかというものは、特

にコミュニティセンター、利用料金収入で収支が賄えていたり、当初の支出が削減できる

ことも多いようなので、しっかり支払うべきお金かどうかというものは精査されるべきで

はないかなと感じています。 

 特に、今回のコロナウイルスに関してもホールとかそういったものは本当に赤字が大き

くなってしまってはいますが、コミュニティセンターは補塡されなくても通期を見れば大

きな問題とはならなかったような状況の中、補塡も更に受けているのが、必要な補塡はす

るべきだと思うのですが、過度になっていないかという視点は必要なのではないかと思い

ました。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 ほか、ご質問等ございますでしょうか。 

 ちょっと私から１点、お尋ねしますけれども、前年度も意見させていただきましたお茶

会に関してなのですけれども、ちょっといただいた資料の中では、お茶会というのは具体

的な意見とか要望、あと、それに対する対応というのが示されていないようなのですが、

何か資料はありますか。どういうご意見が出たのかとか、それに対して。 

○伊藤委員  いいでしょうか、ちょっと。そのお茶会に出席させていただきましたので。 

○横山部会長  そうですか。特に市として何か差し支えだとかということではないです

ね。 

○地域づくり支援室職員  １２月２２日に１１団体に申込みいただいた中で、８団体出

席されて、実際にお話し合いをしていただいて。 

○横山部会長  意見交換会ということですけど、これはもともと、選定の際に自主事業
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としてこういうことをしますといって、それを評価した経緯があって、ところが実際は実

施していなかったということで問題提起して、で、やりますと言って、実際実施されたと

いうことで、そこで出たご意見というのが非常に有益なものだと思うのですけれども。 

○伊藤委員  有益だったかどうか、ちょっとあれなのですけども。 

○吉田委員  １２月何日なのですか。 

○地域づくり支援室職員  １２月２２日です。 

○吉田委員  そしたら事業報告に入れてほしかったですよね。１２月は１７日で終わっ

ている。すみません、伊藤委員、お言葉を遮ってしまって。 

○伊藤委員  そんなに多くは参加者がなくて、私は、一利用団体として参加してくれま

せんかというようなお話で出席をさせてもらったのですけれども、参加者はサークルの団

体さんなのです。それでやはり何か聞いてくれるという、コミュニティセンターに聞いて

もらえるというような、そういうニュアンスで参加しているみたいで、やはり希望といっ

たこうしてほしい、ああしてほしい、駐車場のおじさんの態度が悪いと、そんな話もちら

っと出ていましたけれども、最終的にはその参加者がコミュニティセンターはもっと広く

というよりも、技術者というか、例えばダンスをするとしたらもう大会に、世界の大会に

出ていくような養成をする場所にすればいいのだというような、何か飛躍したお話も出て

しまったりして、そんなので、ああ、何だろうという感じで、私も参加していたのですけ

ど、ちょっと違うのではないかなというようなところもありましたけど、でもそういうい

ろいろな団体の人たちがそういう思いで参加しているのかなというのが、最終的な結論だ

ったのですけど。 

○地域づくり支援室職員  指定管理者のほうからも、伊藤委員が今おっしゃっていただ

いたように、個別のサークルさんが参加されていたということで、サークルさんのご要望

というのが結構多く意見として出たというのと、あと諸室の使い勝手とか、駐車場の話と

か、そういったことが多く出たというふうには聞いております。 

 ただ、その中で、諸室の臭いが気になるとか、あとは諸室の利用方法とか、鍵の受渡し

の時間の案内、清掃、ごみの持ち帰りとかについて、もうちょっと利用者に分りやすくし

てほしいというふうなご意見がお茶会の中で出たことに対しては、指定管理者のほうでチ

ェック表のようなものを作ったりして配布する等の対策を取ったというふうな報告を受け

ております。 

○伊藤委員  コミュニティセンターとしては、やはりいろいろな不満なんかが出ていま

したから、自分たちが体操するところは、終わったらいつもきれいに清掃しているのに、

自分たちが入るときは髪の毛が落ちていたり、汚れていたりするという、お互いに何かそ

ういう意見を持っているみたいで、お掃除しても隅から隅まできれいにということはでき

ないではないですか、僅かな時間で終わって次に引き渡すまでの間にお掃除するので。で

も、そういうような意見が出れば、コミュニティセンターとしても利用者にこういう意見

がありましたので、使用前、使用後はきれいにしてくださいというようなことも言いやす

いのかなというふうに、私は感じていましたけど。 

○横山部会長  そういう効用もあろうかと思います。あと、ガス抜きみたいなことも目

的にしていたところもあったかと思いますので。 

○伊藤委員  自分の意見としては言いにくいけど、でも皆さんからそういう意見が出ま
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したよということだったら、話しやすいというか、伝達しやすいのではないかなというふ

うには感じました。 

○横山部会長  どこかで、先ほど委員もおっしゃいましたけど、駐車場のことが意見と

して出ていたということがどっか１行ぐらい書いてあって。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。駐車場は今後縮小されてしまうのでしょうかと

いう話があって、そういったことはないですよというご回答を差し上げています。 

○横山部会長  これ、指定管理者の問題というよりも、施設の問題だと思いますけれど

も、できる範囲で、何というのですか、対応されているのではないのですか。というか、

そこを逆にお尋ねしたいのですけど。限られた施設で、場所的にも非常に駅に近くて、不

正利用が多い中、頑張って管理しているのではないかと。 

○伊藤委員  より言いたいのですけど、あそこに置いて出かけてしまう人はいないので

しょうかね。それを駐車場係は管理をして。 

○地域づくり支援室職員  シルバー人材さん、その駐車場の管理者を置いたりして、一

応長時間とめているお車とかは、定期的にチェックしたりということは聞いておりますが、

なので、完全にゼロかと言われると、ちょっとそこは分りかねますけれども、一応そうい

った人の目というのを生かして管理をしているというふうには聞いててしまおります。 

○横山部会長  サークル内での乗り合いで、その台数減らしというか、台数を少なくす

るような努力というのは成果が出ているのですか。 

○地域づくり支援室職員  ご案内は差し上げてはいるとは聞いておりますが、やはりそ

の団体さんの自主努力的な部分もちょっとあると思いますので、例えばその成果がどれだ

け出ているかというところは。 

○石井地域づくり支援室長  ちょっと数値としてはその辺は把握しておりませんけれど

も、コミュニティセンターとしましては、そこら辺のご案内はもちろんのこと、その辺を

意識されているというのは承知はしているのですけれども、その結果、どうだろうという

ことになりますと、やはり乗り合いですとか、何とかでこの解消ができているのかどうか、

ちょっと胸を張って言えるようなところはないかと思いますので。 

○伊藤委員  公民館と違って、地域のすぐ近くから参加する人ばかりではないのです。

結構遠くから、遠方から来たりということで、参加する目的によって荷物もいっぱい持っ

てこなくてはいけないですし、だからどうしても車でということになると、１人で１台と

いうと大変ですもの。 

○武井委員  だけど、去年までの非常に問題だという声が結構私のところにも入ってい

たのだけど、この令和元年度の途中から、夏ですか、秋ぐらいになってからは、あんまり

聞かなくなったというのは事実で、それは一つは台数が若干増えたのです。 

○地域づくり支援室職員  １３台増えました。 

○武井委員  １３台でしたっけ。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○武井委員  増えたのは一つで、非常に大きいのと。さっき、逆に駐車場係の人がうる

さいと言ったけど、使ってすぐ帰らないと、早く、何時までだったら早く出なさいという

ふうな感じで、割にしっかり管理しているのだと思います。だから、そういう意味では、

冬場なんか、普通はもっと大変になるかなと思ったら、それについては逆に大分改善した
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なという印象ですから、頑張ってやっているのかなという気はしてます。 

○横山部会長  では評価してもよいという。 

○武井委員  逆に私は評価してもいいとは思います。 

○吉田委員  お茶会で非難された駐車場の方は、とてもしっかりお仕事をされていたと

いう評価にしておかないとかわいそうですね。 

○地域づくり支援室職員  事業報告の３８ページのほうに、満車状況、年間のものを載

せており、先ほどのちょっと相乗りの乗車のお願いとかも、掲載しております。 

○横山部会長  ただ、３９ページの下の写真って、駐車場と書いてあるけど、これは駐

輪場の話ですよね。 

○武井委員  そうですよね。 

○地域づくり支援室職員  駐車場のところに新たにできたという意味です、これは。 

○横山部会長  駐車場のところにシェアサイクル４台分とか５台分が置いてあると。 

○地域づくり支援室職員  はい。すみません。ちょっと駐輪場という表記はしていない

のですけど。 

○吉田委員  満車状況は夏以降、数字にでも出ているとおりですね。 

○武井委員  ただ、これを見たら１月もちょっと多いので、私が言った１２月は確かに

低いのだけど、また１月ちょっと多いのだよね、まだ。だからまだ完全に十分とは言えな

いのだろうけど。それでも、一頃に比べたら本当にやっぱりいいなと思います。 

○吉田委員  ６０％とかに比べると、大分落ち着いた。 

○横山部会長  ほか、ご意見等ございますでしょうか。 

 ごめんなさい、市の評価に関してなのですけれども、６ページです。年度評価の総括の

市による評価「Ｃ」ということでしたけど、これに関して何かご意見等ございますでしょ

うか。 

○伊藤委員  「Ｃ」って、真ん中なのですよね。 

○横山部会長  及第点で、まあまあという、よいというわけではない。 

○吉田委員  「Ｃ」では足りないですかね。よいと言っていいですかみたいな感じです

か。 

○伊藤委員  よいというか、まあまあというかという感じがあるのです。余り好きな場

所ではないですけど、もう少し何か。 

○吉田委員  大体、求められていることをやったら「Ｃ」というものですから。 

○伊藤委員  そう。まあ、「Ｂ」や「Ａ」になるほどというあれは大変なのだと思うの

ですけど、どこまで行ったら「Ｂ」になれるのかとかって、その線引きがすごく難しいの

でしょうねと思うのですけど。 

○吉田委員  市の評価は、全部積み上げではあるので、積み上げていった結果、「Ｃ」

なのですけども、何か、「Ｃ」という感じです。 

○横山部会長  評価シートを、だから形式的に当てはめると、結局最初の自分の目標の

設定値が高いとそれを満たしても「Ｃ」なんです。業者によっては、低い目標を立てて、

それを簡単にクリアして「Ｂ」を狙うのは。 

○伊藤委員  「Ｄ」というのが何年か前にありましたよね、一番最初の頃。一つあった

と思ったのですけど、それからずっと「Ｃ」になって、「Ｂ」、やはり「Ｂ」とか、たま
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には何か違ったところで「Ａ」になったりとかというアクションがついてもいいのではな

いかなと。何か、全部全てが「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」となると、何か、

やはり基準は普通で、この基準が満たされていたら、もう「Ｂ」に上がってもいいのでは

ないかなという気もするのですけど、どうなのでしょうか。 

○横山部会長  個々の評価を見ると、私の意見ですけれども、何か一生懸命頑張ってい

るところもあるのではないかなと思うのです。先ほどの駐車場の件なんかも、限られた資

源の中でうまくやっているのではないかと。あと、施設に起因する問題というのは、指定

管理者のせいではないので、そこはもう努力しても変えようがない。そういう中で、１０

月でしたっけ、大雨のときの対応とか、４００人余りの方を受け入れたというのは、大変

ご苦労なことだと思います。本当に朝までずっと職員が張りついてされていたのだと思い

ますけれども、そういうところを評価してもいいのではないかなと思うのです。 

 ただ、では、「Ｂ」に格上げせよというと、ちょっとそこも躊躇する。何か「Ｃ」プラ

スというと上になるのですけど。 

○関委員  質問なのですけど、６ページで、これ、「Ｃ」評価、確かに良好な管理運営

が行われていたというちょっと曖昧な感じがして、４ページでは個別の評価で評価されて

いて、一つだけ「Ｂ」で、残り六つが「Ｃ」ということなのですけれども、最終的なこの

判断、総括評価「Ｃ」にいくためには、個別の評価がベースとなっているという理解でい

いのでしょうか。その中では、例えば「Ｂ」が２個なのか３個なのか分りませんけれども、

どういう状況になったら総合評価がどう変わるのかとか、そういう、何か、指針みたいな

ものはあるのでしょうか。ちょっと私も初めてで分らないので。 

○地域づくり支援室職員  参考資料のほうの参考資料６、１枚ちょっとめくっていただ

いて年度評価シートの総括の部分、個別の管理運営状況の評価のうち、このパーセンテー

ジがあれば全体の評価が「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」、これになりますよと

いうものをお示しさせていただいております。 

 今回は市の評価は、１番だけが「Ｂ」で残りは全て「Ｃ」とされておりますので、評価

項目の「Ｄ」が２０％以下、かつ評価項目に「Ｅ」がないという部分の「Ｃ」という。 

○吉田委員  非常に厳しいのです。めったなことでは「Ｂ」にならないという、この評

価が。 

○関委員  「Ａ」か「Ｂ」が２割になれば、「Ｂ」になるわけですね。 

○地域づくり支援室職員  はい。そうです。 

○関委員  分りました。ありがとうございます。 

○横山部会長  関委員としては、この市による評価「Ｃ」というのはどうでしょうか、

どうお考えですか。 

○関委員  私もちょっと分らないものであれですけど、良好な管理運営が行われたとい

う評価なので、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」における真ん中という評価が、恐らくち

ょっとどうかなということなのでしょうけど、良好な運営が行われたということなので、

いい評価ということで受け止めてあげてもいいのかなという感じはしますけど。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○吉田委員  やるべきことをやられていると「Ｃ」になるということですよね。 

○地域づくり支援室職員  そうです。 
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○吉田委員  ちょっと行政の評価は厳しいなというのを思いながら。 

○横山部会長  中央区は厳しいなと思っているのですけどね。 

 ほか、ご意見、よろしいでしょうか。 

○吉田委員  ただ、こちらのほかだと、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅさん、結構自己評価高いの

ですが、この担当者の方は割と市と目線が合っているので、ほかのＦｕｎ Ｓｐａｃｅさ

んの施設は結構自己評価も「Ａ」とか「Ｂ」がいっぱいあるのですよね。それで市が

「Ｃ」まで落としてしまったりとかするので、それに比べるとバランスは悪くないのかな。 

○伊藤委員  何かどちらがいいのか、何とも言えません。 

○吉田委員  同じような目標を見ていらっしゃるので、コミュニケーションが取りやす

いのかなとは思ってはいるのですけど。雑談です。 

○吉田委員  でも、千葉市の郷土博物館館長のお話とか、ここだけでなく、もっといろ

いろなコミュニティセンターで展開されたりすると、人気が出そうな感じですよね。お聞

きしてみたいなと私も思いましたし。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。特にほかのご意見は。 

（なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、いただいた意見を総合しま

すと、まず、市の「Ｃ」評価は妥当であるとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  また、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しまして、先ほど関委員がおっしゃっていました、稼働率の

向上のためですけれども、その自主事業、各事業ごとにきめ細やかなニーズを把握し、そ

れを基に魅力ある事業の実施に努めていただきたいと、そういうことでよろしいでしょう

か。 

 ほかに、武井委員、何か付加してご意見など。 

○武井委員  さっきのね、過払いになっているのではないのという感じはまだ持ってい

るのだけど、指定管理者に言う話ではないから。 

○横山部会長  そうですね。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  このような意見を踏まえて、本部会のご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。 

 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。 

 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、市の情報公開条例第

７条第３号に該当する不開示情報となります。同条例第２５条ただし書の規定により、こ

こからの会議は非公開といたします。 
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 傍聴人の方は既にいませんね。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 では、公認会計士でいらっしゃる吉田委員から、指定管理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  いずれも倒産・撤退のリスクはないということでよろしいでしょうか。

これを委員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、これからの会議は公開といたしますので、傍聴の方をご案内ください。 

［傍聴人 不在］ 

○横山部会長  では、これまでの意見を踏まえて、「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

ということでご了承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  ありがとうございました。 

 以上で、令和元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。 

 続いて、「千葉市中央区蘇我コミュニティセンター」の総合評価を行います。 

 ご説明をお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、総合評価について、ご説明いたします。 

 インデックス、総合評価の「指定管理者総合評価シート案」をご覧ください。 

 「１ 基本情報」については、ご覧のとおりとなっております。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」でございますが、指定期間当初からの推移について、

表にまとめてございます。 

 まず、「（１）施設稼働率（諸室）」についてでございます。 

 指定期間の開始年度であります平成２８年度は５５．９％であり、年度によって増加、

減少はございましたが、令和元年度には６１．５％となってございます。 

 数値目標と比較いたしますと、平成２８年度の達成率は９２．１％でございましたが、

平成２９年度、平成３０年度と１００％を超え、新型コロナウイルスの影響等のあった令

和元年度も９８．４％でございまして、平均といたしましては数値目標を上回ることとな

りました。 

 また、「（２）施設利用者数（スポーツ施設）」についてでございますが、平成２８年

度は３万１，３８０人であり、指定管理者が設定した数値目標比での達成率は６３．９％

でしたが、平成２９年度、平成３０年度と利用者数を伸ばし、令和元年度には３万５，５

９１人、達成率は７２．５％、平均で７１．７％となっております。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」につきましては、設定してござい
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ません。 

 続きまして、２ページの「３ 収支状況の推移」をご覧ください。 

 下から３行目の行の「総収支」をご覧ください。 

 必須業務の収支及び自主事業の収支を合計した総収支は一貫して黒字となっており、令

和元年度は５６５万３千円となっております。なお、平成２８年度から令和元年度までの

４年間では、１，６１５万９千円の黒字となってございます。 

 また、毎年度収支が黒字であったことから、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「利益還元」を現物により行っております。各年度の詳細は

記載のとおりでございます。 

 次に、３ページの「４ 管理運営状況の総合評価」をご覧ください。 

 評価対象期間を通じました指定管理者の管理運営全般に関する総合的な評価を、各評価

項目と同様に５段階評価で記載する形となってございます。全市的に評価の基準を一定程

度統一するため、「評価の目安」といたしましては、評価対象期間における年度評価の総

括評価の「Ｄ」が一つ以下かつ評価対象期間におけます年度評価の総括評価に「Ｅ」がな

い場合、評価は「Ｃ」となります。 

 「１ 成果指標の目標達成」においてスポーツ施設利用者に係る平成２８年度と平成２

９年度の評価が「Ｄ」となっておりますが、選定時における数値目標の算定基準が、実績

における数値と相違しているため、総合的に判断し、「Ｃ」としており、全体の総合評価

は「Ｃ」となってございます。 

 次に、４ページ、「５ 総合評価を踏まえた検討」をご覧ください。 

 「（１）指定管理者制度導入効果の検証」については「当初見込んでおりました効果が

概ね達成できた」としております。これは当該指定管理者の運用が始まった平成２８年度

の「施設の維持管理業務」及び「利用者サービスの充実」において、市の評価は「Ｄ」で

ございましたが、指摘事項については評価期間内に改善され、令和元年度におけます大雨

による帰宅困難者の受入れや新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館など、緊急

時の臨機応変な対応を評価いたしまして、総合的に判断したものでございます。 

 「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」はなく、おおむね指定管理者制度

運用におけます効果は達成できたものとして、「（３）指定管理者制度継続の検討」につ

きましては、今後も指定管理者制度を継続してまいりたいと考えております。 

 総合評価についての説明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、「蘇我コミュニティセンター」の総合評価

につきまして「評価案」が示されましたが、まずはじめに、この市当局の作成した評価の

妥当性について、及び現指定管理者の管理業務を総括した上で、制度導入の効果、現指定

期間における課題や問題点等について、委員の皆さんから意見を伺いたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

○関委員  先ほどもちょっと話が出ていたと思うのですが、施設稼働率があって、ちょ

っと私も違和感があって、昨日視察したとき、定員４００人の多目的ホールと、定員１０

名のサークル室があって、同じ１室としてカウントして確率を出されていると。 

 これについては、恐らく武井委員がご提案されて、面積の案分で対応する方針で進んで
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いるということでいいと思うのですが、結構ほかのコミュニティセンターを見ると、そも

そもの稼働率の目標自体が蘇我の場合は６割ですけれども、ほかは４割だったり、ばらつ

きがあって、それは駅との距離とかいろんな条件があってそういうことになっているので

しょうけれども、それぞれのコミュニティセンターが頑張っているのか頑張っていないの

かということが、どうも稼働率だけでは読み取れないのではないかなという感じがして、

そもそも一番の目的は利用者、利用する人を増やすというのが恐らく目的だと思うので、

この１ページの一番下に成果指標以外の利用状況を示す指標とあるのですけども、これで

例えば利用者数を何％伸ばすとか、その稼働率と合わせて利用者数という物差しでもう一

つつくってみて、そうすると、稼働率は前のとおり６割ぐらいを前後していておおむねよ

かったと。ただ、利用者はすごく伸びているとかですね。そういったときに、例えば

「Ｂ」評価をしてあげるとか、何かそういう評価につながってくるのかなと思って。 

 ちょっとこの総合評価で問題提起すべきではないのかもしれませんけど、次期の指定管

理者制度を設計する上で、ちょっともう少し成果指標については検討の余地があるかなと

思いましたので、意見として申し上げます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○吉田委員  恐らくコミュニティセンターの成果指標がこれでよいのかというのは、ほ

かの分科会からも出てくると思いますので、市として検討されていくところなのかなと思

ってはいます。 

○横山部会長  何かご意見。 

○地域づくり支援室職員  蘇我コミュニティセンター単独で決めているものではないの

で、今後、いただいたご意見を制度所管課のほうに上げていきたいと考えております。 

○吉田委員  中央区役所部会からも出ましたという形で持っていっていただけるといい

のかなと。 

○地域づくり支援室職員  分かりました。 

○横山部会長  ほかにご意見等、ございますでしょうか。 

○吉田委員  収支について、同じ話を繰り返すことになってしまうのですが、２ページ

ですね。必須業務を見ていただくと、収入については実績と計画で、４年間の合計で余り

大きな差はないのかなと思っているのですが、支出について、やはり１千万円ぐらいの削

減があり、これがそのまま指定管理者側の利益となっていて、利益還元２０％されている

とはいえ、やはり指定管理料が適切であったのかどうかというものは、しっかり考えてい

く必要があると思います。 

 当初の収支、収入と支出同額ですという計画から１千万出てくるというのは、その１千

万の原資は市民の方の税金ですので、大きな差異が出てきているという違和感を感じます。 

○横山部会長  ちょっと私のほうから質問というか意見ですけれども、先ほど関委員が

自主事業についてちょっと触れたことがありましたけれども、結局この指定管理者制度と

いうのは、民間活力を積極的に登用するという、それによって役所ではできないようなサ

ービスを提供するというのが一番大きな狙いだと思うのですね。そこは、こういうコミュ

ニティセンターでは、まさに自主事業において発揮されるところだと思うのですけれども、

そういう観点から、市が指定管理者を評価したとき、民間活力を積極的に登用できたかど

うかということ、そういう観点から見て、４ページの５の総合評価ですかね。導入の効果
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の検証という。どうでしょうかね。何かご意見というか、こんなことも民間だからこそで

きましたとか、何かそういう事例を挙げていただけると。 

 私の印象なのですけど、全て「Ｃ」で、何か緊急体制でどっちつかずみたいな評価なの

ですけど、何か一生懸命やっているような気はするのですけどね。当初、オープンのとき

には、それこそ備品の台帳もないような状況。これは、正直市のほうの怠慢だと思います

けれども、そういう中で引継ぎから始まって、ここまで形をつくったわけですから、何か

もうちょっと評価してあげてもいいのではないかなというところもあるのですね。 

 あと、自主事業は魅力的かどうかというのは、ちょっと私にも分かりませんので、市と

してどうご覧になっているのか。 

 結局、選定の際にも、自主事業でこんなことをやりますよというのがアピールポイント

になって、それを受けて我々は選定の評価をするわけですので、そのときにはね、先ほど

申し上げたお茶会の話とか、一応選定のポイントになっていたわけですけれども。 

○伊藤委員  どこかに出ていたのですけれども、やはりまだコミュニティセンターを知

らない人がいるのではないかということでアンケートを、宮崎公民館で。 

○吉田委員  ありましたね。 

○伊藤委員  何かいろいろなところで採ったのかなと思っていたのですけど、私はたま

たま宮崎公民館で手にしたのですけども、「蘇我コミュニティセンターをご存じですか」

というようなことから始まっていたと思うのですけど、やはりその結果としては、コミュ

ニティセンターはちょっと遠過ぎる。それから、近場でというか、近くで同じようなサー

クル活動ができているというようなことで、利用する人が少ないというようなことが書か

れていたのを読んだのですけれども、やっぱりそういったところでも努力はしているので

すよね。そのアンケートを集計して、このくらいで、こういう意見があってということで。

それを基に、先ほどおっしゃっていたように人を集めなければいけないというところにつ

ながっていくのかなと思うのですけれども。 

 やはり線路を中心に、海辺とこちら側と違うと思うのですね。それで、線路から上のほ

う。上というと、何て言ったらいいのでしょうか。丘のほうと言ったらいいのでしょうか

ね。 

○吉田委員  山というほどでもないでしょうね。 

○伊藤委員  そちらのほうはやはり宮崎公民館ですとか、南部青少年センターがありま

すので、そこでやはり同じようなことをやっていますからね。そういったこともあるのか

なというふうに思いますけど。 

 それとコミュニティセンターというと、何か一歩敷居が高いような、そんなところもあ

るのではないかなというふうに、一市民としてはそういうふうに思いますね。 

○吉田委員  公民館というと気軽に行けるのですけど、コミュニティセンターは何やる

のだろうと思ってしまいますものね。 

○伊藤委員  はい。そんなこともあります。そういったところは、やっぱり評価する。

大したことではなくても、評価されることによって、発奮するのではないかと思うのです

けど。 

○横山部会長  特に現場で働かれる方々は、やっぱりそういう評価というのは非常に。 

○伊藤委員  そうですよね。私たちがやったことを、こんなに評価されていたよという
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ことにつながるといいかなというふうに思います。 

○吉田委員  質問の３で挙げた郷土史研究も、ほかのコミュニティセンターでは、そう

いうのをやりましょうといっても、なかなかうまく企画ができなかったり、人が集まらな

かったりという点で、ベストプラクティス的なものをされていて、イタリア語会話はずっ

と経年でやられていると思うのですが、こういったなかなか人が集まるのかなといったも

のもしっかりされているので、コメントで自主事業のこととかを書くのは、それで知って

もらっているというふうな話の持っていき方としてはいいのかなと思いました。 

○横山部会長  ある委員さんから、やっぱり公的な施設ですから、文化的、啓蒙的なこ

とをもっとやるべきであるという、そういうご意見もあったのですよね。 

 そういう観点からすると、今おっしゃったようなことをやっているというのは、非常に

よいことではないのかなと思うのですけど。 

 ですから、そういうところを市が評価してあげてもいいのではないかなという気がする

のですね。 

○吉田委員  人が集まる企画がいいわけではなくて、市の目的に見合ったもので人を集

めていただくのが一番いいと思いますので。 

○横山部会長  中身、クオリティの問題ですよね。 

○関委員  一つ質問なのですけど、先ほど伊藤委員がお茶会に参加されて、ほかの団体

では世界を目指している人もいてびっくりしたと。やはり気づきだと思うのですけど、気

づきからいろんな発想が生まれてきて、よりよくなってきたのだと思うのですね。 

 そういう中では、このコミュニティセンター事業も、横串を刺すというか、横串の刺し

方は、例えば指定管理者同士が集まってミーティングしてみてという手もあると思うので

すけれども、なかなか企業秘密的なところもあって、手のうちを全部出さないところもあ

るかと思うので、やっぱりそこは市のほうでリードしていかないといけないのかなという

中で、例えば千葉市のそれぞれの区にご担当者がいらっしゃると思うのですけど、その方

たちが定期的にミーティングか何かをやって、例えば蘇我では郷土史研究がすごく人気な

ので、ほかでもやってみたらどうかとか、何かそういう横のつながりってあるのでしょう

か。よりよくするためのミーティングみたいな。 

 というのは、蘇我だけよくなればいいというわけではないと思うのですね。千葉市とし

ては、全体最適というか。 

○石井地域づくり支援室長  横のつながりという点で、コミュニティセンターの所長会

議というものがございますけれども、こちらが年１回程度という頻度ではございますが、

そういった場でいろいろ意見交換なりというのは考えられるかなとは思います。 

 ただ、その年１回というちょっと話にならないでしょうというところかと思いますので、

横のつながりというところで、また指定管理者のほうに市のほうから話を入れるなり、ち

ょっと関委員のほうからお話のあった点については、ちょっとご意見がありましたよとい

ったことは指定管理者のほうに伝えるのは可能ですし、また、そういった展開というのは

やっていけるものなのか。仮にやっていけるということであると、更なる利用者に対して

のメリットというものが生まれるということであれば、それはどんどん展開してもらえれ

ばよろしいかと思いますので、ちょっとご意見を賜って、ご意見をいただきましたという

ことで、ちょっと指定管理者のほうにお伝えさせていただくという形でよろしければ、そ
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ういう形を取らせていただければなと思うのですが。 

 市につきましても、各区の地域づくり支援室長で、横の情報交換といったところで、他

区のそれぞれ特色、例えばコミュニティセンターの立地にしても、蘇我コミュニティセン

ターのように駅前、駅から近いですとか、やはり駅からはちょっと離れていて、やはり車

で行かないとちょっと無理だよと、その立地的な面ですとか、あと、区ごとの色合いとい

うのもあると思いますので、含め、室長なりで横の情報交換というのはしております。 

 どのぐらいやっているのというところになりますと、区では月１程度ですけれども、意

見交換というのは、これまでもやってきたというのは聞いておりますし、今も、これから

も横の情報は密にしていきたいなとは思っています。 

○関委員  例えば昨日お邪魔したときに、障害者支援施設のオリーブの樹さんという方

たちがいらっしゃって、そこの方たちが作ったクッキーを店頭というか、販売しているの

ですね。障害者支援みたいな活動もされていらっしゃって、すばらしいなと思ったのです

けど。 

 そういうことは、例えばほかのコミュニティセンターでもやっていらっしゃるのであれ

ばいいのですけれども、やっていないのであれば、横展開というか、水平展開してもいい

のかなと思いましたもので、１か月に一遍ミーティングされているのであれば十分だと思

いますので、ぜひ、そういったいいところを横展開していくような発想でいただければあ

りがたいかなというふうに思いました。 

○横山部会長  ほかにご意見等はございますでしょうか。 

 市の総合評価、３ページの「Ｃ」というところですけれども、これに関しては何かご意

見ございますでしょうか。 

○吉田委員  全部「Ｃ」で面白くないけど、「Ｃ」だと思います。確かに２８年度は

「Ｄ」が三つもあったのだなというのも、ちょっと懐かしく思いながら。 

○伊藤委員  ばたばたしていましたから。 

○横山部会長  ですから、おおむね頑張っているのだよなと思っているのですけどね。 

○伊藤委員  そうですね。 

○吉田委員  「Ｄ」が三つあった中から、個別では「Ｂ」が令和元年度は来たというこ

となので。 

○伊藤委員  よくなってくると、それが普通になってきてしまってね。そうですね。 

○横山部会長  あと、何かこう現指定期間の課題等、何かございますかね。この蘇我コ

ミュニティセンターに関して。 

○吉田委員  駐車場も少し改善してきたのでということで。 

○伊藤委員  これから夏になって、グリーンカーテンですか。またやると思うのですけ

どね。ただ、日当たりが良過ぎて、その下がちょうどガラス張りのところがコンクリート

ですからね。小さいプランターではちょっと育たないのですよ。 

○吉田委員  グリーンカーテンをせっかくやられているのに小さいという利用者からの

コメントがあるということですね。 

○伊藤委員  前のコミュニティセンターのときは、カンコクアサガオとかという、すご

い１年中というか、お正月になってもまだ咲いている、はびこって咲くのがあるじゃない

ですか。あれをやっていたのですけど、あれは種ができないのだそうですね。球根で。そ
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れが取れなかったのですね、うまくね。で、何かやっぱり風船カズラとか、その辺をひょ

ろひょろひょろひょろとなって、何かグリーンカーテン、努力はしているけど、ちょっと

寂しいなというのがありましたけど。 

○横山部会長  窓も高くなったでしょう。 

○伊藤委員  そうです、そうです。 

○横山部会長  伸びるのも大変ですよね。 

○伊藤委員  そうなのですよね。 

○吉田委員  総合評価とは別に、グリーンカーテンのプランターが小さいというお話が

ありましたと何かの際にお話ししておいてもらえますか。さすがに総合評価では上げるこ

とではないと思うので。 

○伊藤委員  そうですね。余談ですけど。 

○横山部会長  課題としては、やはり稼働率、あるいは利用者数の増加に努められたい

ということが、まだ残っている課題としてあるのでしょうかね。 

○伊藤委員  そうです。私、公民館でそのアンケートを見たときに、やはり一緒にいた

人たちが、「コミュニティセンターってどこにあるの」と言ったのには本当にとにかくび

っくりしたのですね。「え、電車に乗ったことない」って言ったのです。電車に乗って東

京方面に行くときに、一番に出てくる大きい建物がコミュニティセンター。 

○横山部会長  更なる周知に努められたいと、そういうことでしょうかね。 

○伊藤委員  だから、びっくりしましたね。 

○吉田委員  まさに中央区民でもご存じなかった。 

○伊藤委員  そうですね。だから、まだ知らないという人も結構いるのですよね。 

○吉田委員  いろいろ名前が変わっていってしまうので、「ああ、あの建物なら分か

る」という方はいらっしゃるのでしょうけど、利用の仕方が変わって、自分たちが身近に

なったというのが、まだ周知できていないということですよね。 

○伊藤委員  そうですね。何か電車のほうから見えるように、看板がばっとあるとかと

なると、どうなのでしょうかね。 

○吉田委員  当面、人が集まるというのはなかなか難しい時期ではありますが、そうい

うのが終わってからは、もっと積極的なアピールというものがされていってもいいかもし

れないですね。 

○伊藤委員  蘇我の人たちにはいいと思いますよね。避難所にも指定されてなっていま

すね。 

○吉田委員  普段から行っていれば、そういった場も時にも必要に応じて、ああ、あそ

こなら行ったほうがいいという判断もできますよね。 

○横山部会長  武井委員、ほかに課題的なものはありますかね。 

○武井委員  特にないのですけど、今まであまり経験していないようなことがここのと

ころどんどん出てきてね。こういう傾向が続いたときに、やっぱりそれを想定してある程

度考えておかなければいけないところもあるのかなという気がしますよね。 

 何か気になるようなところを言えば、例えば、今日の質問の中の一つとしてね、避難所

運営委員会の連携をとってどうのこうのと。基本的に千葉市の場合は、避難所運営委員会

というのは地震のときにやる組織であって、洪水だとか、災害について、風水害について
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は、もう行政のほうとその施設管理者とがちゃんと準備をして、その二つでやることに決

まりがついているので、それを何かこの文書を見るとよく分かっているのかなと思って、

それを変えようというのだとしたら、それはまた違う話になってしまうのですけど。 

 今の避難所運営委員会なんかも、そんな形で一部宮崎公民館もそうだったのだけど、面

倒を見なければいけないのだったら、行って手伝いましょうかという人もいたのだけど、

基本的には今のシステムはそういうシステムでやっているから、それなんかも含めて、そ

んなことがこの後次々に出てくるとしたら、もうちょっとしっかりした準備をしてないと

いけないのかなという気がしていますけどね。 

○横山部会長  今回の指定管理者の対応自体は悪くないのですよね。 

○武井委員  そうそう、そこの辺。だから、それはそれでいいと思うのだけど、それで

もやっぱりちょっと人手不足になったり、結構な人数が出てくるわけですよね。そのとき

に対応というのを今後考えておかなければいけないのだとしたら、どんな方法で考えると

いうことなのだけど。 

○横山部会長  災害対応、体制の確立ということですよね、大きな課題としては。 

○吉田委員  指定管理者だけでなく、市側が中心となって取り組むべき。 

○武井委員  それは、どちらかというと指定管理者の話というよりは、市のほうの対応

かなという気はするのだけど。 

○横山部会長  市と協調してということですかね。 

○地域づくり支援室職員  今回、緊急的に帰宅困難者の受入れをしていただいたことで、

その際に出てきた問題点などは市のほうに、ちょっと答えのほうにも書かせていただいた

のですけども、指定管理者のほうからもいただいておりますので、うちの地域振興課のく

らし安心室を通して、防災のほうにも報告をさせていただいており、今年の台風シーズン

前に一度そういったご意見とかを、市の中で検討していきたいということで動いてはおり

ます。 

 ちょっと具体的な、マニュアル的なものにすぐ結びつくかというと、何とも即答はしか

ねますけれども、いただいたご意見については指定管理者のほうより提出のあった問題点

については、こちらのほうでも把握をさせていただいております。 

○武井委員  だからね、その辺があんまりはっきりしていなくて、東日本大震災のとき

には帰宅困難者はどこに行ったかといったら、こっちに来なくて、蘇我小に行ったんです。

蘇我小学校のほうに行ったのですね。そこのところでごちゃごちゃ大分いろいろあったけ

ど、でも、みんなうまく対応してくれたのだけど。 

 どこにどう行ってというようなことも、今回も急にこっちという感じになって、それは

それなりによく対応してくれたのだけど、どっちかというと行政の問題なのだけど、その

辺りの対応の仕方をよく考えてもらいたい。 

○吉田委員  恐らく蘇我で足止めを食う方って、どちらかというと千葉市民よりも、そ

の先の内房、外房の方たちですから、他市との連携というだんだん大きな話にもなってい

きがちなんですけど。 

○伊藤委員  何百人くらいいたらしいのですけど、電車が動くと同時にみんな帰ってい

ったということで。 

○吉田委員  だから、千葉駅も市民会館が同じように使われて。 
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○武井委員  どこも一緒だと思うのだけど、その駅の周りにいたときに、駅長がどうし

ているのかというのだけど、そのあれがちゃんとどうもできていないなという感じがする。 

○吉田委員  あれだけ想定外でも、毎回のように来ているので、想定外の中、千葉市は

熊谷市長のリーダーシップの下に、割と円滑に対応されたのかなと。 

 想定外を想定していかないと、また次の想定外が来てしまうのかなと。 

○横山部会長  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、いただいた意見を総

合しますと、まず市の「Ｃ」評価は妥当であるとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  また、現指定管理者の管理業務を総括した上で、制度導入の効果、現指

定期間における課題や問題点等の主な意見といたしましては、まず、成果目標の見直しの

検討を図っていただきたいということですとか、あと、未利用者アンケートの結果を踏ま

えて、利用者の掘り起こしを行う。更なる市民への周知を図り、稼働率、利用者数の増加

を図られたいということ。 

 財政の件ですけど、収支状況について、これは市当局へのお願いになるかもしれません

けれども、各種資料の追加等にあって、管理料が適切かどうかを精査していくというよう

な問題もありました。 

 あと、災害時の対応について、昨年の災害についての対応については評価するが、今後

市とも協調して、災害対応の対策確立を図られたいと、そんなような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。 

 それでは、これまでのご意見を踏まえて「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総合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、先ほどと同様、私と事務局にて調整

するということでご了承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、令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価に

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、事務局からお願いします。 

○石井地域づくり支援室長  それでは、その他といたしまして、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、横山部会長さんから選

定評価委員会の横山会長さんにご報告をいただき、その後、横山会長さんから市長宛てに、

委員会の意見といたしまして答申をしていただきます。 

 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」に記載いたしまして、８月中に市ホームページに掲載し公表するとともに、指定管理
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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ましたら、委員の皆様にはご報告

を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。 

 説明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。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

○関委員  議事録の扱いというのはどういう形になるのでしょうか。公開されるのでし

ょうか。 

○地域づくり支援室職員  公開になります。 

○関委員  ホームページ上で公開。 

○吉田委員  財務に関するところだけ非公開で、それ以外は全て公開に。 

○横山部会長  ほかにございますでしょうか。 

 すみません。意見なのですけれども、多分いろいろなところで同じことを申し上げてい

るのですけど、この会議の日程についてなんですが、議会との兼ね合いもありましょうが、

多くの企業は３月末が決算期ですよね。ですから、新しい決算書類が出てくる時期に設定

するのが、本来の時期なのだと思うのですね。そうでないと、結局、今回同じ資料を見て

いる。 

○吉田委員  今回は選定もあるので、ちょっと評価が早いという認識なのですけれども、

そういう理由でよろしいですか。今年度に関しては。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。 

○横山部会長  ただ、毎回これ、当然、財務諸表の確認を行っているわけですから、重

要な項目だと思いますので、何かちょっと日程についてご配慮いただければと、可能な限

りでのご配慮をいただければと思います。 

○吉田委員  評価しかない年は、６月というか７月以降が本当は妥当かなと。そうした

ら３月決算、皆さん出そろっていますので。 

○横山部会長  ほかにご意見等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  最後に全体を通して、委員の皆さんからほかにご質問、ご意見、ござい

ますでしょうか。 

 どうぞ。 

○関委員  指定管理者とは関係ないのですけども、昨日視察していてちょっと心配なと

いうか、あの建物自体は築３０年で、体育館が雨漏りしているですとか、エレベーター自

体が日立製なのですけど、もう部品がないという話で、調理室の中、ガスオーブンを使っ

ていらっしゃって、ガスオーブンというのも珍しいのですけど、これも３０年設置したま

まで部品がないという話で、部品がないとなると、メーカーもなかなか保守点検とか、な

かなか難しいというか、万が一事故に遭っても知らないよ的な対応をされる可能性もある

ので、先ほども地震がありましたけどね。安心安全に係るインフラについては、これは指
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定管理者ではなく千葉市さん側の話だと思うのですけれども、法定の点検なんかはされて

いると思うのですが、安心安全に係る部分については十分にご対応いただきたいなとちょ

っと感じたもので、申し上げておきます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

○吉田委員  ３０年というよりも、５０年の施設が今、千葉市はたくさんあって、優先

順位的に３０年のものまでは、まだそこまで皆さん危機意識としては持っていない段階か

と思うのですけど、関委員がおっしゃったように、特に安心安全に関わるところは、３０

年は全然大丈夫ではないという認識で取り組まれたほうがいいのかなと。 

○地域づくり支援室職員  所管課としましては、予算要望は毎年上げさせていただいて

いるのですが、やはり市全体での優先順位という部分で後方に回されてしまっている感が

多少ありますが、引き続き予算要望というのはさせていただければと考えております。 

○横山部会長  ほか、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  では、皆様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。

ありがとうございました。 

 事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  慎重なご審議、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２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。 


