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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回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年６月９日（火） １４：００～１６：４０   

 

２ 場所：花見川保健福祉センター３階 大会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、鶴見 泰委員（副部会長）、長根 裕美委員、 

宮葉 冨繁委員、伊藤 正和委員 

（２）事務局 

大崎花見川区長、大八木地域振興課地域づくり支援室長、太和田主査、 

荒木主任主事、富永主事 

 

４ 議題： 

（１）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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター  

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター  

（２）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター 

まず、令和元年度の「指定管理者年度評価シート」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。  

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」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案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。  

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

まず、令和元年度の「指定管理者年度評価シート」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。  

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」につ

いて施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案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。  

（２）その他 

議事録の公開について、事務局から説明した。 
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６ 会議経過： 

○地域づくり支援室職員  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

きましてありがとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまより、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回花見川区役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり支援室の太和田と

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。 

 また、本日は、換気を行いまして、３密とならない配置とさせていただいております。

新型コロナウイルスの対策をしっかりと行って、会議を運営してまいります。 

 会議の運営にあたりましては、お手元のマイクをご利用いただいて、ご発言などをする

のにご利用いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これより委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 公認会計士の小野寺浩一委員でございます。 

次に、弁護士の鶴見泰委員でございます。 

次に、花見川区町内自治会連絡協議会会計の宮葉冨繁委員でございます。 

最後に、畑小地区スポーツ推進委員会会長の伊藤正和委員でございます。 

お願いいたします。 

 続きまして、職員につきましてご紹介いたします。 

 区長の大崎でございます。 

次に、地域振興課職員です。 

 地域づくり支援室長の大八木でございます。 

荒木主任主事でございます。 

富永主事でございます。 

以上でございます。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、花見川区長の大崎からご挨拶を申し上げます。よろし

くお願いします。 

○大崎花見川区長  区長の大崎でございます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会花見川区

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、新型コロナウイルス感染症対策のために、本日に延期せざるを得ない状況にも大

変ご理解をいただきましたことを、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、本市では、指定管理者の選定過程の一層の公平性や透明性を図るため、平成２２

年３月に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を定め、財務や法務の専

門家や学識経験者の皆様によって構成される当委員会を設置いたしました。 

 昨年度は、委員の皆様のご尽力によりまして、指定管理者が行った施設管理について適

正な評価をしていただくとともに、有用なご意見、そしてご提案をいただきましたこと、

心から感謝を申し上げる次第でございます。 
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 本年は、第３期指定期間の最終年度となっていることから、花見川区の畑コミュニティ

センター及び幕張コミュニティセンターの指定管理者が行った施設管理に係る年度評価に

加えまして、これまでの期間の総合評価についてお願いをするものでございます。 

 委員の皆様には、大変お手数をおかけいたしますが、今年度も豊富なご経験と、そして

高いご見識により、ご審議いただきますようお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていた

だきます。 

 どうぞ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、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まして、資料１は「千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会第１回花見川区役所部会進行表」でございます。資料２は「花見川区役所部会委員

名簿」でございます。資料３－１から３－６は「千葉市花見川区畑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、資料３－１が「指定管理者年度評価シート（案）」でご

ざいます。資料３－２が「指定管理者年度評価シート補足資料」、資料３－３が「指定管理

者モニタリングレポート」、資料３－４が「事業計画書」、資料３－５が「事業報告書」、資

料３－６が「指定管理者計算書類等」でございます。資料４は「畑コミュニティセンター

指定管理者総合評価シート（案）」でございます。資料５及び資料６は「千葉市花見川区幕

張コミュニティセンター」の先ほどと同様の資料となっております。 

 続いて、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」、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）」、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「花見川区役所部会で審議する公の施設

一覧」、参考資料５が「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」、参考資料６が「評価の目

安（年度評価シート）」、参考資料７が「評価の目安（総合評価シート）」、参考資料８－１

が「畑コミュニティセンター平成２８～３０年度指定管理者年度評価シート」でございま

す。参考資料８－２が、幕張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。参

考資料９－１が、「畑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９－２が、幕張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。 

 おそろいでございますでしょうか。不足等ございましたら、お知らせください。 

 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名に出席いただいており、半数以上の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。 

 これからの議事につきましては、進行を小野寺部会長にお願いしたいと存じます。よろ

しくお願いいたします。 
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○小野寺部会長  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。 

 まず、議題１の「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、事務局から説明をお願いします。 

○大八木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

の概要についてご説明いたします。 

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

期間における管理運営の改善につなげることを目的とします。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」が、今回の資料では、資料３－１及び資料５－１に当たり

ますが、これを作成いたします。この「年度評価シート（案）」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、その選定評価委員会におきまして、

「市の評価の妥当性」や、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」や「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きます。 

 最終的に、そのご意見の中から、部会としての意見を取りまとめていただき、それを部

会長から選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長から市に対し答申をいた

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。 

 最後に、評価案については、選定評価委員会の意見を踏まえて修正することも可能とな

っておりますので、この後の審議でご意見をいただければと思います。 

 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、総合評価につきましては、指定期間の最終年度に実施するもので、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ものでございます。 

 次に、評価の方法でございますが、市が過年度の評価結果を踏まえて作成しました「指

定管理者総合評価シート案」、今回は資料４及び資料６となりますが、このシートについて、

委員の皆様から「市の評価の妥当性」、また、「指定管理者制度導入効果や課題等を踏まえ

た制度継続の検討とその改善点」などに対するご意見をいただきます。 



―５― 

 最終的にいただいたご意見等の中から、部会としての意見を取りまとめていただき、そ

れを部会長から選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長から市に対し、答

申していただきます。 

 なお、答申でいただきましたご意見は、「総合評価シート」に「市民局指定管理者選定評

価委員会の意見」として記載いたします。 

 また、評価結果につきましては、「年度評価シート」と同様、当該指定管理者に通知する

とともに、選定評価委員会のご意見を記載した「総合評価シート」をホームページ上で公

開いたします。 

 次に、「総合評価シート」についてご説明させていただきます。 

 資料４「指定管理者総合評価シート案」をご覧ください。 

 まず「１ 基本情報」については、「年度評価シート」と同様の内容になっております。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」につきましては、「年度評価シート」の「管理運営の成

果・実績」を、また、次の「３ 収支状況の推移」につきましては、「年度評価シート」の

「収支状況」を、それぞれ経年で記載するものでございます。 

 続きまして、「４ 管理運営状況の総合評価」ですが、評価は年度評価同様、「Ａ」から

「Ｅ」までの５段階で行うこととなっており、３ページの下の点線で囲んだ部分に記載の

とおり、おおむね期待どおりの管理運営が行われていた場合は「Ｃ」の評価となります。 

 なお、各評価項目及び「総合評価」の「Ａ」から「Ｅ」までの目安についてですが、「参

考資料７」をご覧ください。 

 各評価項目及び「総合評価」とも、評価対象期間の各評価の割合を基準とすることとし

ておりますが、冒頭に記載のとおり総合的に判断して評価を決定するものとしております。 

 資料４の４ページにお戻りください。 

 「５ 総合評価を踏まえた検討」ですが、施設への指定管理者制度導入の効果や課題を

整理した上で、今後の指定管理者制度の継続を検討するものでございます。 

 最後に、先ほど申し上げました「４ 管理運営状況の総合評価」のうち、市が判断した

評価欄について、年度評価と同様に委員の皆様のご意見を踏まえまして、評価の修正がで

きるようになっておりますので、この後の審議でご意見をいただければと思います。 

 以上を踏まえまして、委員の皆様におかれましては、市の評価が妥当であるかどうか、

本施設において指定管理者制度による運営が妥当なものであるかどうかについてご審議い

ただき、今後の管理運営についてのご意見をお聞かせいただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

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

でしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、各施設の年度評価及び総合評価に移ります。 

 まず、千葉市花見川区畑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。 

○地域づくり支援室職員  それでは、説明に入ります前に、長根委員がご到着されまし

たので、事務局よりご紹介させていただきたいと思います。 
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 千葉大学大学院社会科学研究院教授の長根裕美委員でございます。 

それでは、花見川区畑コミュニティセンターの指定管理者の行った管理運営に対する令

和元年度評価についてご説明いたします。 

 資料３－１、「令和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」ですが、ビジョン（施設の目的・目指す

べき方向性）は、「コミュニティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主体

の住みよいまちづくりを推進すること」であり、「ミッション（施設の社会的使命や役割）」

は、コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給すること、地域の特性を踏まえ、

コミュニティ活動の契機となる事業を企画・実施すること、コミュニティ活動を行う上で

必要とされる情報発信の場となることの、以上３点です。 

 また、「成果指標」としまして、「①施設稼働率（諸室）」、「②施設利用者数（体育館）」

の二つを設定しており、それぞれの数値目標は、①の諸室の施設稼働率につきましては、

指定期間最終年度において２４．０％以上、及び令和元年度において２３．３％となって

います。 

 ②の体育館の施設利用者数につきましては、指定期間最終年度において１万５千人以上、

及び、令和元年度において１万４，４５０人となっています。 

 なお、これらの数値目標は、選定時に指定管理者が設定したものであり、市が示した数

値目標の基準は括弧書きで記載してあります。 

 また、令和元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、括弧

書きの記載はございません。 

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

指定期間は、平成２８年（２０１６年）４月１日から令和３年（２０２１年）３月３１日

までの５年間でございます。 

 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」ですが、施設稼働率の令和元年度の実績は３０．５％であり、最終年度数値目標に

対する達成率は１２８．２％、令和元年度数値目標に対する達成率は１３０．９％となっ

ています。 

 また、体育館の施設利用者数の令和元年度の実績は１万５，２０４人であり、最終年度

数値目標に対する達成率は１０１．４％、令和元年度数値目標に対する達成率は１０５．

２％となっています。 

 続いて、その下の「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、諸室における施設利用者

数について、指定管理者より提案をいただいているため、この項目に記載しております。 

 令和元年度の数値目標は３万１，９００人に対し、令和元年度の実績は３万２００人で

あり、数値目標を下回っております。 

 次のページをお願いします。２ページの「４ 収支状況」のうち、「（１）必須業務収支

状況」です。「ア 収入」につきましては、令和元年度の合計収入額の実績は４，９９１万

円となっています。この中で、指定管理料の提案が計画を上回っています。これは、選定

時の提案において、太陽光発電設備の設置費用を見込んでいたためです。また、利用料金

収入の実績が、計画を下回っています。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めに、３月３日から３月１６日まで間、体育館を休館としたことや、施設や体育館の利用
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に当たり、利用制限を設けた上で開館していたことがその要因と考えられます。 

 また、その収入の実績として、５万６千円あります。これは、昨年１０月に発生した台

風１９号の接近に伴い、避難所を開設するために休館にしたことに対する市から指定管理

者への損失補償です。 

 続いて、「イ 支出」です。令和元年度の合計支出額の実績は４，８１２万９千円となっ

ています。この中で、人件費において、最低賃金を見直したことにより、当初の計画と比

べて実績が上回っております。 

 また、事務費・管理費においては、ＬＥＤ照明の導入や小まめな冷暖房調節などにより、

光熱水費が減少したことや、修繕費が減少したことにより、実績が計画を下回っておりま

す。 

 また、委託費において、設備機器管理費や保安警備費が減少したことにより、実績が計

画を下回っております。 

 なお、事務費・管理費と委託費において、計画と提案に大きな差がありますが、これは、

本来、委託費で計上すべきものを提案時に誤って事務費・管理費で計上していたためであ

ります。 

 また、その他事業費において、実績が計画を上回っておりますが、これは、集会室にス

タッキングチェアを購入したことで、備品購入費が増加したためであります。 

 次のページをお願いします。資料３ページ、「（２）自主事業収支状況」につきましては、

収入額が２９万２千円、支出額が６４万３千円となっています。 

 以上のことから、「（３）収支状況」としましては、総収入額５，０２０万２千円に対し、

総支出額４，８７７万２千円となり、１４３万円の黒字となっています。 

 なお、黒字額が総収入額の１０％を超えないことから、令和元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」です。「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の

目標達成状況）」ですが、下の点線の中に記載された評価の基準に沿って評価しております。 

 諸室の施設稼働率は、市設定の数値目標２３．８％に対し、実績値が３０．５％であり、

達成率が１２８．２％のため、「Ａ」、また、体育館の利用者数は、市設定の数値目標１万

５千人に対し、実績値は１万５，２０４人であり、達成率が１０１．４％のため、「Ｃ」と

評価しています。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」です。市から支払っている指定管理料は

選定時の提案額から３．６％の削減となっているため、「Ｃ」と評価しています。 

 次のページをお願いします。資料４ページ、「（３）管理運営の履行状況」について、ご

説明いたします。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の結果

を資料３－２「評価シート補足資料」に転記し、７つの分野ごとの平均値を算出して、「Ａ」

から「Ｅ」までの５段階で市による評価を行っております。 

 管理運営の基準、事業計画書等に定める水準を上回り、すぐれた管理運営が行われてい

た「Ｂ」評価の箇所についてご説明いたします。 

 まず、評価項目、「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」については、「Ｂ」

と評価しています。特記事項に具体的な事項を記載しておりますが、職員の採用時のほか、

コンプライアンス研修やマナー研修、バリアフリー研修など、定期的に多彩な研修を実施
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しております、 

 次に、評価項目、「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」について

も、「Ｂ」と評価しています。広報紙は、提案どおり年４回発行するほか、催しのお知らせ

を毎月発刊しております。また、地元マスコミやＳＮＳを活用した広報を継続しています。 

 また、地域の町内自治会と良好な関係を築き、自主事業のチラシ等を自治会内で回覧を

してもらうことで、施設の利用を促進しております。 

 最後に、評価項目「３ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」について

も、「Ｂ」と評価しています。コミュニティまつりや自主事業等で、会員の伝承や周知に悩

むサークルなどの支援を積極的に行いました。 

 また、消毒液は、ロビーをはじめ、全ての諸室に設置しているほか、新型コロナウイル

ス感染症対策のため、諸室に清掃用の消毒液を別途設置しております。 

 また、集会室のイスの購入や、和室の畳替え、高輝度プロジェクターの購入、バスケッ

トゴールの設置など、利用者からの要望に応えた備品の更新を行っているところでござい

ます。 

 このように、提案時にプラス評価とした項目を着実に履行している点や、提案のなかっ

たことを履行している点、新型コロナウイルスのような想定外の事態に対しても適切に対

応していることを総合的に勘案し、「Ｂ」と評価しています。 

 他の評価項目については、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

の管理運営が行われていたことから、「Ｃ」と評価いたしました。 

 また、指定管理者も自己評価をしています。指定管理者は、全ての項目について「Ｂ」

と自己評価をしていますが、市と異なる評価をしている項目について、ご説明いたします。 

 「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」については、太陽光パネルや全ての照

明のＬＥＤ化によって、電気使用量やＣＯ２の削減ができたこと、昨年１０月に発生した

台風１９号の接近に備え避難所を開設し、避難者の受入れを行ったことなどから、自己評

価を「Ｂ」としています。 

 また、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」についても、自己評価を「Ｂ」

としています。指定管理者は清掃の会社である強みを生かし、日常清掃に力を入れており、

清掃作業責任者、所長が日々検査するとともに、本社職員による確認を行っていることや、

防犯カメラを設置し、犯罪の未然防止に寄与していることから、自己評価を「Ｂ」として

います。 

 また、「３ 施設の効用の発揮」の「（３）施設における事業の実施」については、コミ

ュニティまつり、お話し会などの委託事業を適切に実施していることや、畑町防災会との

共催による防災訓練や安否確認訓練、社会福祉協議会との共催による子育てサロン、幼児

サロン、シニアリーダー体操のほか、東京五輪音頭踊り方講習会など公共性、公益性があ

る事業を実施したことと、「和菓子教室」、「幼児サロン」、「自習教室」など利用率の低い部

屋や、利用予約のない部屋で実施し、稼働率の向上を図ったことなどから、自己評価を「Ｂ」

としています。 

 また、「４ その他」については、市内在住者の雇用を配慮していることや、障害者雇用

を継続していること。比較的軽微な修繕や塗装などは、可能な限り内製化を図ったことな

どから、自己評価を「Ｂ」としています。 
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 次のページをお願いします。 

次に、（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応ですが、昨年度４件

のご意見をいただきました。 

 １点目、「体育館の利用者数について向上するよう図られたい。」とのご意見に対しては、

利用者から要望があったバスケットゴールについて、簡易なゴールを設置し、利用者から

好評を得ました。また、スポーツ推進委員会と共催でスポーツ教室を実施したことや、地

元自治会の総会を体育館で開催することを提案し実施に繋がったほか、諸室を利用するキ

ッズダンスサークルに対して、他サークルとの合同発表会を提案するなど、利用促進を図

りました。 

 ２点目、「冷房設備の不満解消に向けて市と協議を行い、改善を図られたい。」とのご意

見に対しては、学校方式のエアコン設置工事の見積を徴取しましたが、２，５００万円か

ら３，５００万円ほどを要し、指定管理者の予算内での対応は困難であるため、市と協議

して、市費にて令和２年２月にスポットクーラー１台を増設いたしました。 

 ３点目、「パソコン予約の利用率が低調であることから、向上するよう図られたい。」と

のご意見に対しては、パソコンやスマホからの予約に関してのアナウンスを実施し、新規

登録サークルは、スマホ等からの予約が増えておりますが、高齢メンバーの多いサークル

の利用者というのは進んでいない現状がございます。 

 ４点目、「ツイッターやインスタグラムなど、若い層向けの広報を実施されたい。」との

ご意見に対しては、ホームページに加え、ツイッターやフェイスブックの発信頻度を上げ

ており、自主事業の周知に「ジモティー千葉」や「まいぷれ千葉」等の地域情報サイトの

活用を開始しました。 

 続いて、資料５ページから６ページをご覧ください。「６ 利用者ニーズ・満足度等の把

握」です。指定管理者において、８月と１月の年２回アンケート調査を行っており、その

結果を記載しております。なお、括弧書きは２回目のアンケート結果の数値を記載してお

ります。全体を通して、おおむね良い評価をいただいておりますが、「ウオシュレットを導

入してほしい」とのご意見を前年度に引き続いていただいており、利用者の方に不便をお

かけしている状況が伺えます。 

 資料６ページの下、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」にも利

用者からのご意見を記載しております。「トイレの幼児用の椅子を男子トイレにも置いてほ

しい」というご意見については、１階の静養室と２階の男子トイレに幼児用の椅子を設置

いたしました。 

 次に、「書籍のコーナーに子どもが読めるような本を置いてほしい」というご意見につい

ては、１階ロビーの畑文庫に「ハリーポッターシリーズ」を配置しました。また、図書室

の児童書について、絵本に加えて小中学生が楽しめる読み物の充実を図っており、小中学

生のリクエストにも可能な限り対応しております。 

 最後に、資料７ページ、「７ 総括」です。まず、（１）として指定管理者による自己評

価を記載しております。指定管理者の総括評価としては、諸室の利用者数は、年間目標に

は届かなかったが、諸室の稼働率及び体育館の利用者数は、前年比を上回る年間目標を達

成したこと、自主事業を含む収支については、最低賃金見直しによる人件費の上昇があっ

たものの、光熱水費などの支出削減に努め、令和元年度の収支は１４３万円の黒字となっ
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ていることなどから、「Ｂ」と評価しています。 

 また、（２）に市による評価を記載しております。資料３－１の３ページから４ページに

記載されている市の評価全１０項目について、「Ａ」評価が１つ、「Ｂ」評価が３つ、「Ｃ」

評価が６つであることから、これを参考資料６の裏面、総括評価の目安、こちらに当ては

めますと、評価項目の２０％以上が「Ａ」または「Ｂ」かつ評価項目に「Ｄ」または「Ｅ」

がないものに該当するものとして、市の総括評価としては、「Ｂ」と評価しております。 

 その所見としましては、諸室の稼働率は３０．５％であり、台風や新型コロナウイルス

まん延という外的要因があったにもかかわらず、例年の実績から大きく向上するとともに、

最終年度の目標を達成している点は、市としても評価しています。 

 また、体育館の利用者数においても、３月の休館期間があったにもかかわらず、最終年

度の目標を達成しております。今後の新型コロナウイルスの収束状況にもよりますが、更

なる利用促進を期待したいと考えております。 

 また、台風１５号、台風１９号、１０月２５日の大雨、新型コロナウイルスまん延など

想定外の事態が発生いたしましたが、避難所の開設、避難者受入れ、臨時休館、利用目的

制限を設けた上での開館など、市の指示に対して適切に対応したところでございます。 

 また、昨年度に引き続き総収支が黒字であり、施設内全ての照明のＬＥＤ化が完了した

ことや太陽光発電設備による光熱水費の削減の効果が現れています。 

 修繕を可能な限り、外注ではなく直接実施したことも黒字となった要因の一つであると

考えております。 

 それらを総合的に判断した結果、「Ｂ」評価といたしました。 

 畑コミュニティセンターの説明につきましては、以上でございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ただいま、事務局から一通り説明をいただき、畑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、この市当局の策定した評価の妥当性

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、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問も含めて何

かございましたら、お願いします。 

○鶴見委員  成果指標に関する点なのですけれども、施設稼働率が諸室の方で、目標に

対して１３０％という非常に高い数字を出しておりまして、その点については非常に強く

評価したいというふうに思っております。体育館につきましても、目標を超えているとい

うところで、よろしいかと思います。 

 一方、収支なのですけれども、今年度も総収支では黒字となっていますが、利益還元に

は届かなかったというところが残念だなと思うのですけれども。 

 以上の点を総合的に評価すれば、市の「Ｂ」という判定については妥当ではないかとい

うふうに考えています。 

 以上です。 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

 ほかに、ございますでしょうか。 

 それでは、お願いします。 

○長根委員 前回申し上げましたＳＮＳ等を使った広報について、今年は、それを実行し
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ていただいて、成果の改善がされているという点で非常に評価できるなと思ったのですけ

ども、利用者ニーズ、アンケートのほうを見ると、やはりその新規の利用の方、初めての

利用の方が１．５％ということで、何かまだ少ないなというところがあって、何で新規の

利用者さんが増えないのかという点について、もう少し要因分析ですね、本当に市民の方

の間で平等な利用ができているのかどうかとか、その利用ルール等を含めてもう一度、研

究をしていただければなと思います。 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

 ほかに、ございますでしょうか。 

 そうしましたら、私のほうから述べさせていただきますけれども、まず、事務局に教え

てほしいことがあります。 

 「年度評価シート」の４ページ目、「管理運営の履行状況」の自己評価と市の評価と対比

されてコメントがついている、このページですけども、先ほどご説明をいただきましたけ

れども、一番上の「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」のところ。これは自己

評価では「Ｂ」と。市は、先ほど説明はいただきましたけれども、それは「Ｃ」だと。 

 今回は、台風、大雨、新型コロナの影響で、それなりにイレギュラーな対応が必要であ

り、その対応をしてくれたと思うのですけれども、台風、大雨のときに、避難所として開

設されたと思うのですけれども、実際に避難された人数とかは分かりますでしょうか。 

○地域づくり支援室職員 台風１９号の接近に伴いまして避難所を開設いたしましたが、

１０月１１日から１０月１３日の間、避難所を開設いたしまして、人数としては、４１人

の方が避難をされたということでございます。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

 そもそもこの施設というのは、もう古くなって、設備的には使い勝手が悪いのだけれど

も、こういった災害のときの避難の拠点になる場所として必要だからという意味合いもあ

ると思うのですね。実際、昨年秋には、そういった事態が生じて、避難所を開設して４１

人の方が避難されてきたという、そういう実績がありましたと。 

 この「年度評価シート」に戻って、１番の「平等利用の確保」では、「施設の適正管理」

という項目について、プラスの評価をすることってあまりないと思うのですね。今回はこ

ういった危機的なことがあって、それに対応した、指定管理者が対応した。それについて

どうだったのかなと。指定管理者の自己評価としては、よくやったということで「Ｂ」と

していますけれども、これは、期待を上回るような対応と評価してあげても良かったのか

なと、私は、感想としては思います。 

 それから、同様に、同じ４ページの下の「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理

業務」、そちらも指定管理者のほうは「Ｂ」で評価、市の評価としては「Ｃ」と。これ特記

事項を見ると、台風１５号により剥落した体育館の外壁の仮養生をした云々となって、こ

れもイレギュラーな対応が必要で、それに対応したのだと思います。 

 この項目も、普段はプラス評価できることはないと思うので、今回のことで評価して、

「Ｂ」に上げてあげるとか、そういったことはなかったのかなというのが感想です。 

 それはありますけれども、今度、また７ページですかね。総括の評価、こちらも指定管

理者の自己評価は「Ｂ」、市による評価も「Ｂ」ということで、コメントはそれぞれ書いて
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あるとおりで内容を理解します。 

 結果として、先ほど私が感想で述べた項目のところ、「Ｂ」ではないか、「Ｃ」ではない

かみたいなところが有る無しに関わらず、総括の評価として指定管理者の自己評価「Ｂ」

と、市による評価「Ｂ」、これは妥当でないかなと思いました。 

 あとは、指定管理者に対する意見としては、まずは、先ほどの鶴見委員と同じですけれ

ども、利益は出ているのだけども、利益を還元するところまでは至っていないというので、

あと一歩だと思いますので、最終年度は、ぜひとも利益還元が達成できるようにお願いを

したいなというところが一つ。 

 それから、資料３－５、これは事業者の事業報告ですね。アンケートの集計のページを

ちょっとご覧いただけますか。これは非常に見やすくて、右側の当センターに対する満足

度のところ、こちらを見ると、青が「大変満足」、赤が「満足」、緑が「普通」ということ

で、ざっと見ると、概ね上のほうは赤と青が多いということで、サービスのソフトに対し

ては、概ね満足度が高いのかなと、それがアンケート結果かなと思います。 

 一方で、やや緑が多い項目としては、「⑤催しの企画」。こちらは、「満足」というのは３

７．２％ある一方で、「普通」というのが４３．７％。要は、催し、自主企画、これがそれ

ほど利用者の方々には普通にしか映っていないと。利用者の期待をいい意味で裏切るよう

な企画というのができていなかったのかなと思います。やっぱり、そういうのもあって、

先ほどの件でありましたように、新規の人が少ないというのも、それの現れかなとも思い

ます。 

 また、過去の指摘でもありましたけれども、こちらも長根委員からもありましたけど、

「⑧予約はＰＣで行う」というところ。こちらは、「はい」は２１％、で、「いいえ」が３

３％、「未記入」が４５．５％。恐らく未記入の人は、ＰＣで予約していないのではないか

と安易に想像できます。利用者のほとんどが高齢者だと。高齢者のコミュニティサークル

だというふうにも、さっきのシートに書いていましたけども、そういった事情という利用

者の構成はあるのでしょうけれども、新型コロナウイルス以降の新しい生活様式というの

を考えると、高齢者といっても、そうは言っていられないのかなというふうに思います。

ですので、特に指摘はしましたけれども、もう少しＰＣでの予約が促進できるような新し

い生活様式というのを作っていっていただきたいなというのが、要望でございます。 

 少し長かったですが、私の意見はこんな感じです。 

 ほかにございますでしょうか。 

 それでは、お願いします。 

○伊藤委員  昨年も申しましたが、私自身も、畑コミュニティセンターは、会議等でよ

く活用させていただいております。 

 先ほどお話のありました台風１５号のことですが、畑地区も４８時間の停電を余儀なく

され、避難所になっている畑コミュニティセンターは駐輪場の屋根が飛んだり、駐車場の

木が２本倒れたりするなどの大きな被害に遭いました。その時には、日頃から協力しあっ

ている防災会とともに活動を行い、早い復旧を果たしました。 

 そういう活動を加味して、「Ｂ」でもよいのではないかと思います。 

 畑コミュニティンセンターの共催行事のことですが、私が所属している団体の行事が例

年使用している畑小学校の体育館が工事のために使用できないで困っているときに、相談
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に乗っていただき実現した行事です。ペタンク教室にパラリンピックで行われる予定種目

のボッチャを加えて４日間行いました。福祉施設からも多くの人たちが参加して下さり、

大いに盛り上がった交流行事となりました。畑コミュニティセンターのご配慮に感謝し、

これからも益々信頼関係を深め、協力しあった活動ができるようにと思っております。 

以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにありますでしょうか。 

 宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  畑コミュニティセンターの方はちょっと足を遠のいていましたので、実態

があまり分からない。申し訳ございません。 

○小野寺部会長  分かりました。 

 そうしましたら、では再度、皆さんにお聞きしますけども、伊藤委員も意見をおっしゃ

ってくださったので。 

 先ほど私が言った「管理運営の履行状況」、４ページのところの評価、１番のところ「市

民の平等利用の確保・施設の適正管理」。こちらは、自己評価は「Ｂ」、市の評価は「Ｃ」

となっていますけれども、これは例えば、「Ｂ」に上げてあげるということに関して、皆さ

んいかがでしょうか。私と伊藤委員は、上げてもいいのではないかというふうなニュアン

スでしたけども、他の委員の皆さんは。上げるほどでもないですか。 

○鶴見委員  上げるということで。 

○小野寺部会長 「施設の管理業務」の「（２） 施設の維持管理業務」、こちらのほうは

いかがでしょうか。上げてあげてもいいですかね。 

 そうしたら、一応、委員の皆様の多数決ということで、こちらの２つについては「Ｂ」

に上げてあげたほうがいいのかなという意見でよろしいですかね。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様から様々な意見をいただきましたけれども、い

ただいた意見を総合しますと、市の策定した年度評価案は概ね妥当と考えるが、「年度評価

シート」、４ページの「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」においては、台風１９号の接近に備えて避難所を開設し、避難者の受入れを

市と連携して行ったこと等を評価して、評価「Ｃ」を評価「Ｂ」とすることが妥当である

と判断する。 

 同じく、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」においては、台風１５号

直撃時に、施設の修繕を迅速に行うとともに、道路の倒木についても迅速に対処したこと

から、評価「Ｃ」を評価「Ｂ」とすることが妥当であると判断する。 

 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、改善を要する点としまし

ては、新規の利用者が少ないため、施設の在り方について見直しを図っていただきたいと

いうこと、催しの企画について、もうちょっと改善を図っていただきたいなということ、 

それから、パソコンでの予約の利用率向上が図られるよう改善を図るということ、あとは、

できれば、利益還元、こちらもできるように最終年度は頑張っていただきたいなというこ

と。 

 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。 
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（異議なし） 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

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

ています。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等を含んでおり、

千葉市情報公開条例第７条第３号に該当する不開示情報となりますので、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。現在、傍聴人の方はいら

っしゃいませんので、このまま続けます。 

 それでは、公認会計士である私から、指定管理者の財務状況等について、計算書類等を

基に意見を述べさせていただきます。 

（※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。） 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様から意見をいただきましたけれども、財務状況

についての意見といたしましては、指定管理者の財務状況については、提出された計算書

類等の資料に基づいた判断であることを前提としますが、不健全な項目が見当たらないこ

とから、指定管理者の倒産、撤退のリスクは少ないと判断されるということで、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） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、これからの会議については公開とします。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市花見川区畑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取りまとめて

いくことになりますが、詳細については、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） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、続いて総合評価についてご審議いただきます。 

 事務局から説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、花見川区畑コミュニティセンターの指定管理者の

行った管理運営に対する総合評価についてご説明いたします。 

 資料４、「指定管理者総合評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 基本情報」ですが、こちら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」ですが、評価対象期間の推移について、表にまとめてお

ります。 

 まず、「（１）施設稼働率（諸室）」ですが、こちらは初年度より継続して指定管理者が設

定した数値目標は達成しています。また、２年目以降は、市が示した最終年度の数値目標

も達成しています。実績値も年々上昇しておりますが、これは自主事業が増加したことや

自主事業で利用予約のない諸室の活用を図ったなどが主な要因と考えております。 

 次に、「（２）施設利用者数（体育館）」ですが、こちらも初年度より継続して指定管理者
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が設定した数値目標は達成しています。また、市が示した最終年度の数値目標については、

平成２９年度と平成３０年度が下回っております。 

 平成２９年度は、小学生の利用者数の減少が、平成３０年度は中高生の利用者数の減少

が影響したものと思われます。達成率は、評価対象期間通算で見た場合、４年平均で１０

０％を超えているところでございます。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、指定管理者より諸室におけ

る利用者数について提案を受けていますが、平成２９年度を除き、年々増加しているとこ

ろでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「３ 収支状況の推移」ですが、こちらは、表の下から３行目の総収支という項目をご

覧ください。必須業務の収支と自主事業の収支の合計が総収支となりますが、平成２９年

度において、僅かに赤字となっております。これは、職員の交代に伴う引継ぎのために人

件費が増加したことや、自主事業の赤字の影響を受けたためでございます。 

 次に、３ページの「４ 管理運営状況の総合評価」ですが、まず、先に参考資料７をご

覧ください。評価方法について、こちらに評価の目安が定められております。また、評価

対象期間である平成２８年度から令和元年度までの４年間の項目ごとの評価の一覧につき

ましては、参考資料８－１の最後のページに添付してございます。こちらなのですが、先

ほどの評価の中で修正をいただいたところですが、修正前の評価項目を記載してございま

す。 

 戻りまして、資料４の３ページをご覧ください。評価項目ごとの評価の具体的内容や理

由については記載のとおりでございますが、評価を「Ｂ」とした項目について説明いたし

ます。 

 まず、評価項目「４ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」ですが、平成２８

年度と平成２９年度の２か年において「Ｃ」と評価しておりますが、平成３０年度と令和

元年度２箇年において、いずれも「Ｂ」と評価しております。 

 その内容ですが、マナー教育やクレーム対応教育など毎年多様な研修を開催し、従業員

の能力向上を図っておりますことや、アンケート結果からも職員の接遇に対する高評価を

確認でき、研修の成果は発揮されていることから「Ｂ」と評価いたしました。 

 次に、「５ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」についてですが、こ

ちらは指定管理初年度であります平成２８年度は「Ｃ」と評価しておりますが、平成２９

年以降の３か年は、いずれも「Ｂ」と評価しております。 

 その内容ですが、自主事業のイベント参加者と積極的に関わり合いを持ち、サークル化

につなげたこと、また、ごみの分別方法が誤解されがちなものの展示を行い、リサイクル

に関する啓発を行っている点や、ごみのガイドブックの外国版を配架していること、また、

利用者からの要望を受け、毎年新規に備品を購入し、利用者の健康や利便性向上を図って

いること、このように、指定管理者は評価対象期間を通して市の期待を上回る利用者サー

ビスの充実に努めていることから「Ｂ」と評価しました。 

 そのほかの評価項目につきましては、概ね事業計画どおりの実績、成果が認められたた

め、評価を「Ｃ」としました。 

 最後に、総合評価についてです。評価対象期間の総括評価は、平成２８年度と平成２９
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年度２か年が「Ｃ」評価、平成３０年度と令和元年度の２か年が「Ｂ」評価であり、参考

資料７の総合評価の目安に照らし合わせますと「Ｂ」評価となるところなのですが、畑コ

ミュニティセンターにつきましては、施設稼働率や施設利用者数が、市内全コミュニティ

センターの中でも最も低い数値であるという点を考慮いたしまして、総合評価は「Ｂ」か

ら「Ｃ」というふうにしたところでございます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 「５ 総合評価を踏まえた検討」についてです。 

 まず、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」ですが、こちらは、「当初見込んでいた結

果が概ね達成できた」ものと考えております。 

 その判断に至った理由ですが、まず、諸室の稼働率は、平成２６年度の２０．８％と比

較して３％増の２３．８％を最終年度の数値目標として設定いたしましたが、指定管理者

は、平成２８年度を除きこれを達成しております。 

 次に、体育館の利用者数は、平成２６年度の実績を基準に、毎年１．５％の伸び率で算

定した、１万５千人を最終年度の数値目標として設定しましたが、こちらは９７％以上の

達成率であり、評価対象期間平均では達成率は１００％を超えております。 

 次に、自主事業収入実績は、新型コロナウイルスの影響があった令和元年度を除き、毎

年、増収しているところでございます。 

 次に、提案どおり太陽光パネルの設置を行い、施設の光熱水費及びＣＯ２の削減に寄与

しております。設置した太陽光パネルは、平成３０年３月、引渡しを受けたところでござ

います。 

 最後に、総収支が黒字化した年度もございましたが、評価対象期間を通して利益の還元

を受けられるほどの剰余金がございませんでした。これらの結果を総合的に勘案し、「当初

見込んでいた効果が概ね達成できた」と判断いたしました。 

 次に、「（２）指定管理制度運用における課題・問題点」については、特に問題はないと

考え、従いまして、「（３）指定管理者制度継続の検討」については、「指定管理者制度を継

続する」ものと考えております。 

 花見川区畑コミュニティセンターの指定管理者の行った管理運営に対する総合評価につ

いての説明は以上となります。 

○小野寺部会長  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をいただき、千葉市花見川区畑コミュニティセンターの

総合評価につきまして、管理運営状況の総合評価と、総合評価を踏まえた検討が示されま

したが、この市当局の策定した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の

妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善点等に

ついて、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問を含めて何かございまし

たら、お願いします。 

 どうぞ。 

○鶴見委員  これにつきましても、成果指標から見ていきたいと思ったのですけども、

施設稼働率につきましては、４年連続で１００％を超えていまして、特に令和元年度は高

い数字を、先ほど言いましたように出しておりますので、これにつきましては評価できる

かと思います。 
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 体育館の利用者数につきましても、４年中２年が目標を下回っておりますけども、それ

でも９５％以上ということで、４年平均では１００％を超えておりますので、これにつき

ましても評価はしてよいかと思います。 

 一方で、収支なのですけれども、４年中３年間は黒字でありまして、平成２９年度の赤

字も額としては５万７千円ですので、これについては少ないと。合計につきましては、５

３３万３千円の黒字ということで、総収入につきましては、これについても十分ではない

かと思います。 

 ただ、利益の還元がなかった点については、今後また見直しが必要なのかなというふう

に思います。総合的には「Ｃ」という評価も問題はないというふうには思っております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○長根委員  私も、直近の評価はすごく高かったのですけども、やっぱり総合評価とい

うと、４年を通じてということですので、ほぼ「Ｃ」評価になるというのは妥当なのかな

という気がするのですけども、評価の仕方として、当初、あまり達成率が低いというのは、

開始直後、初年度であればそれも考えられるかなと思うのですけども、アップ率というの

でしょうかね、改善の度合いというのですか。最初はやっぱり低いというのは、低評価と

いうのは、そんなに評価が低かったとしても、その後、もし目覚ましく改善しているとい

うようなものがあるのであれば、その成長指標みたいなところも少し考慮して、評価して

もいいのかなというようなことを、若干ですけど思いました。 

○小野寺部会長 ありがとうございます。 

 そうしたら、ちょっと私のほうから質問させていただいてよろしいですか。 

 ３ページの「４ 管理運営状況の総合評価」のところ、先ほど、ご説明の中でも触れて

いただきましたけども、さっきの年度評価のところで、「Ｃ」から「Ｂ」にしたほうがいい

ですよという意見を申しましたけども、仮にこうなったとしても、これの求め方としては、

この３ページの「Ｃ」で変わらないということでよろしいのですよね、恐らく。目安とし

て。 

○地域づくり支援室職員  先ほどの年度評価につきまして、総合評価シートでいうとこ

ろの３ページの３番、「市民の平等利用の確保・施設の適正管理」、こちらを令和元年度は

「Ｃ」から「Ｂ」に上げていただいたというのと、その下の「４ 施設管理能力」、「（２）

施設の維持管理業務」、こちらも年度評価においては、令和元年度は「Ｃ」から「Ｂ」に上

げていただいたところなんですが、これらの項目につきましては、ここ３年、平成２８か

ら３０年度、いずれも「Ｃ」評価となりましたので、今回上げていただいたことで、「Ｂ」

に変わるというのはないと、判断の目安に則って評価した場合は変わらないという考えで

よろしいかと思います。 

○小野寺部会長  分かりました。その理解で私も。 

 であれば、その結果、総合評価、これも総合的に勘案して、「Ｃ」ですということ。これ

は私も妥当な評価だと思います。 

 あとは、黒字的なところは、先ほどお二人の委員がおっしゃっていたことと私も同じに
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思います。 

 この指定管理制度の運用に関する課題、問題も特になかったと思いますので、指定管理

制度を止める理由もありませんので、継続することということでよろしいかなと思いまし

た。 

 私の方は以上です。 

 ほかに、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  特にございません。 

○小野寺部会長  伊藤委員、大丈夫ですか。 

○伊藤委員  はい。 

○小野寺部会長  分かりました。 

 委員の皆様から様々な意見をいただきましたけれども、いただいた意見を総合しますと、

評価の妥当性については、市の評価した総合評価（案）は妥当であるということ、制度継

続の検討については、管理運営状況に特段問題はないことから、指定管理者制度の継続が

妥当であること、改善点等については、利益還元ができるように工夫を図られたいといっ

たような意見が出されました。 

 これらを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） 

○小野寺部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市花見川区畑コミュニテ

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

見を取りまとめていくことになりますが、詳細については、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が、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定管理者の選定の際に

十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの年度評価及び総合評価に

移ります。 

 まず、千葉市花見川区幕張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。 

○地域づくり支援室職員  それでは、花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理者

の行った管理運営に対する令和元年度評価について、ご説明いたします。資料５－１「令

和元年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」ですが、「ビジョン（施設の目的・目指す

べき方向性）」、「ミッション（施設の社会的使命や役割）」は、畑コミュニティセンターと

同じのため、省略させていただきます。 

 また、成果指標としまして、「①施設稼働率（諸室）」、「②施設利用者数（体育館）」の２

つを設定しており、それぞれの数値目標は、①の諸室の施設稼働率につきましては、指定

期間最終年度において４６．４％以上、及び令和元年度において４４．２％となっていま

す。 
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 ②の体育館の施設利用者数につきましては、指定期間最終年度において３万７千人以上、

及び令和元年度において３万６，１５０人となっています。 

 なお、これらの数値目標は、選定時に指定管理者が設定したものであり、市が示した数

値目標の基準は、括弧書きで記載してあります。 

 また、令和元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、括弧

書きの記載はありません。 

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

指定期間は、平成２８年（２０１６年）４月１日から令和３年（２０２１年）３月３１日

までの５年間でございます。 

 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」ですが、施設稼働率の令和元年度の実績は４７．２％であり、最終年度数値目標に

対する達成率は１０１．９％、令和元年度数値目標に対する達成率は１０６．８％となっ

ています。 

 また、体育館の施設利用者数の令和元年度の実績は３万６，５７４人であり、最終年度

数値目標に対する達成率は９８．８％、令和元年度数値目標に対する達成率は１０１．２％

となっています。 

 続いて、その下の「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、諸室における施設利用者

数について、指定管理者より提案をいただいているため、この項目に記載してございます。 

 令和元年度の数値目標７万９，５６０人に対し、令和元年度の実績は７万４，４０２人

であり、数値目標を下回っております。 

 次のページをお願いします。２ページの「４ 収支状況」のうち、「（１）必須業務収支

状況」ですが、「ア 収入」につきまして、令和元年度の合計収入額の実績は、５，０２２

万２千円となっています。この中で、指定管理料の提案が計画を上回っています。これは、

設定時の提案において、太陽光発電設備の設置費用を見込んでいたためです。 

 また、利用料金収入の実績が計画を下回っています。これは、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のために休館としたことや利用制限を設けた上で開館していたことが、その要

因と考えられます。 

 また、その他収入の実績として５万円あります。これは、昨年１０月に発生した台風１

９号の接近に伴い、避難所を開設するために休館としたことに対する、市から指定管理者

への損失補償です。 

 続いて、「イ 支出」です。令和元年度の合計支出額の実績は、５，０１７万２千円とな

っています。この中で、人件費において、最低賃金を見直したことにより、当初の計画と

比べて実績が上回っております。 

 また、事務費・管理費においては、ＬＥＤ照明の導入や小まめな冷暖房調節などにより

光熱水費が減少したことや通信運搬費が減少したことにより、実績が計画を下回っており

ます。 

 また、委託費において、施設管理費や設備機器管理費が減少したことにより、実績が計

画を下回っております。 

 なお、事務費・管理費等委託費において、計画と提案に大きな差がありますが、これは、

本来委託費で計上すべきものを提案時に誤って事務費・管理費で計上していたためであり
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ます。 

 また、その他事業費において、実績が計画を上回っておりますが、これは、体育館の熱

中症対策として、スポットクーラーや大型扇風機を購入したことで、備品購入費が増加し

たためであります。 

 次のページをお願いします。資料３ページ目、「（２）自主事業収支状況」につきまして

は、収入額が７７万６千円、支出額が９５万２千円となっています。 

 以上のことから、「（３）収支状況」としましては、総収入額５，０９９万８千円に対し、

総支出額５，１１２万４千円となり、１２万６千円の赤字となっています。このため、令

和元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」です。「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の

目標達成状況）」ですが、下の点線の中に記載された評価の基準に沿って評価しております。 

 諸室の施設稼働率は、市設定の数値目標４６．３％に対し、実績値が４７．２％であり、

達成率が１０１．９％のため、「Ｃ」、体育館の利用者数は、市設定の数値目標３万７千人

に対し、実績値は３万６，５７４人であり、達成率が９８．８％のため、「Ｃ」と評価して

います。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」です。市から支払っている指定管理料は

選定時の提案額から５．３％の削減となっているため、「Ｂ」と評価しています。 

 次のページをお願いします。資料４ページ、「（３）管理運営の履行状況」についてご説

明いたします。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の結果を

資料５－２「評価シート補足資料」に転記し、７つの分野ごとの平均値を算出して、「Ａ」

から「Ｅ」までの５段階で市による評価を行っております。 

 管理運営の基準、事業計画書等に定める水準を上回り、優れた管理運営が行われました

「Ｂ」評価の箇所についてご説明いたします。 

 まず、評価項目、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」については、モ

ニタリングの結果を「評価の目安」に当てはめますと「Ｃ」評価となるところですが、「Ｂ」

評価に修正しています。 

 資料５－２「評価シート補足資料」の２ページをご覧ください。一番下の年間の点数の

平均値というところですが、こちらは、０．２９となっています。この０．２９という数

値は、「評価の目安」に照らしますと「Ｃ」評価となりますが、これを「Ｂ」に修正しまし

た。 

 修正理由は一番右の列に記載してございますが、玄関前のストップ用点字ブロックを設

置し、また体育館入り口にあったコンクリート障害物の撤去を行うなど、施設利用時の安

全性を高める対応を行ったこと、また、受水槽の災害用バルブから水漏れが発生した際に

は、応急処置を行い水漏れの量を最小限に抑え、また、工事中でもトイレを使用できるよ

う、大量の水の汲み置きを行ったこと、また、台風１５号直撃時に体育館が雨漏りした折

には、雨水の排水を迅速に行ったこと、など、指定管理者の施設の維持管理への努力を評

価いたしまして、「Ｂ」評価といたしました。 

 戻りまして、資料５－１の４ページをご覧ください。次に評価項目、「３ 施設の効用の

発揮」の「（２）利用者サービスの充実」についても、「Ｂ」と評価しています。特記事項

に具体的な事項を記載してございますが、近隣の畑、花島、穴川の各コニュニティセンタ
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ーの空き情報を共有し、使用方法の情報提供を行っております。 

 また、体育館での熱中症対策として、スポットクーラー２台、大型扇風機２台を新規に

購入し、利用者の健康と利便性向上を図っております。また、ロビーにフリーＷｉ-Ｆｉの

準備を終え、３月より稼働してございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための情報提供を掲示やチラシ配布により

行っており、消毒液を新たにロビー入り口、体育館、サンルームにも設置しました。 

 このように、提案時にプラス評価とした項目を着実に履行している点や提案になかった

ことを履行している点、新型コロナウイルスのような想定外の事態に対しても適切に対応

していることを総合的に勘案し、「Ｂ」と評価しています。 

 他の評価項目については、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

の管理運営が行われていたことから、「Ｃ」と評価いたしました。 

 また、指定管理者も自己評価をしています。 

「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」については、健常者、障害者の垣根な

く施設を利用していただくことができるよう、職員全員が手話講習、コンプライアンス研

修を始めとする様々な研修を受講していることや、太陽光パネルや全ての照明のＬＥＤ化

によって電気使用量やＣＯ２の削減ができたこと。昨年１０月に発生した台風１９号の接

近に備え避難所を開設し避難者の受け入れを行ったことなどから、自己評価を「Ｂ」とし

ています。 

 また、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」については、指定管理者は

清掃の会社である強みを生かし、日常清掃に力を入れており、清掃作業責任者、所長が日々

検査するとともに、本社職員による確認も行っていることや、また、防犯カメラを設置し、

犯罪の未然防止に寄与していること、また、駐車場対策として、幕張南小学校や近隣の企

業の協力を得て駐車スペースの確保に努めていることから、自己評価を「Ｂ」としていま

す。 

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

に備品の無料貸し出しを行っていることや、利用者アンケートの調査内容を精査し、ニー

ズの高い備品を購入していること、ロビーにＷｉ-Ｆｉの準備を３月に終えて、利用者サー

ビスの向上を図ったことなどから、自己評価を「Ｂ」としています。 

 その他の項目は、「Ｃ」と自己評価しています。 

 次のページをお願いいたします。次に、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を

踏まえた対応」ですが、昨年度３点のご意見をいただきました。 

 １点目、「収支の黒字化が達成され、施設利用者数の目標を達成したところだが、引き続

き向上に期待したい」とのご意見に対しては、ホームページの見やすさの工夫や年賀状を

送付することで、各サークルに対して利用促進を図りました。しかし、新型コロナウイル

ス感染症の影響もあり、施設利用者数は目標には至りませんでした。 

 ２点目、「イベント等のお知らせを自治会などに配布して、地域に周知を図られたい」と

のご意見に対しては、自主事業などの情報を近隣の集合住宅管理組合に告知し、利用促進

に努めているところではございますが、地域への周知度は依然として低いので、最終年度

までに改善を図りたいとしております。 

 ３点目、「講座名などの工夫を行い、集客方法の工夫を図られたい」とのご意見に対して
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は、知識や思考力の重要性について親子で考える機会を提供することを目的に平成３０年

度に実施した自主事業「東大セミナー」の名称について、特定の大学を特別視していると

の誤解を避けるため、平成３１年度は「難関大学を目指すわけ」に改名し、企画しました。

ただし、この自主事業は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止となっているとこ

ろでございます。 

 続いて、資料５ページから６ページをご覧ください。「６ 利用者ニーズ・満足度等の把

握」です。指定管理者は、８月と１月の年２回アンケート調査を行っており、その結果を

記載しております。なお、括弧書きは２回目のアンケート結果の数値を記載しています。 

 全体を通して概ね良い評価をいただいておりますが、「駐車場を増やしてほしい・幅を広

げてほしい」とのご意見や「体育館全体を涼しくしてほしい」とのご意見を前年度に引き

続きいただいており、利用者の方に不便をおかけしている状況が伺えます。 

 資料６ページ下の「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」にも利用

者からのご意見を記載しております。 

 １件目、隣接の幕張南小学校に無断駐車を行い、その後、駐車場が施錠され、車を出庫

できなくなった施設利用者への対応については、幕張南小学校の駐車場入り口に「無断駐

車禁止」「利用に手続が必要なこと」「午後５時に施錠されること」を明記した看板を掲出

しております。また、館内にも土日の幕張南小学校の利用に手続が必要なことを掲示して

周知しております。また、日中に駐車場を適宜巡回し、無断駐車を発見次第、手続を促す

案内チラシを車に挟むとともに、館内放送で無断駐車した利用者を呼び出す体制をつくり

ました。 

 次に、受付職員の接客態度への苦情については、受付担当者に対して、市民目線に立っ

た対応をすること、お客さんの目線で対応することの指導を行いました。また、苦情の元

となった釣銭について、多くを用意することにしました。休館日には接遇研修を実施して

おります。 

 最後に、資料７ページ、「７ 総括」です。まず、（１）として「指定管理者による自己

評価」を記載しております。指定管理者の総括評価としては、諸室の稼働率は、令和元年

度及び最終年度の目標を達成したが、体育館の利用者数は、最終年度の目標に僅かに届か

なかった。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために休館した期間を考慮すると、実質

的には目標を達成できたものと考えていること、 

 次に、昨年６月に施設内の全ての照明のＬＥＤ化を完了し、太陽光パネルと併せて光熱

水費の削減に寄与していること 

などから、「Ｂ」と評価しています。 

 また、（２）に「市による評価」を記載しております。資料５－１の３ページから４ペー

ジに記載されている市の評価全１０項目について、「Ｂ」評価が３つ、「Ｃ」評価が７つで

あることから、これを参考資料６の裏面、総括評価の目安に当てはめますと、評価項目の

２０％以上が「Ａ」または「Ｂ」かつ評価項目に「Ｄ」または「Ｅ」がないものに該当す

るものとして、市の総括評価としては、「Ｂ」と評価しております。 

 その所見としましては、諸室の稼働率が４７．２％であり、令和元年度目標や最終年度

の目標を達成している点は、市としても評価しています。 

 一方で、台風の影響や新型コロナウイルスまん延という外的要因はあるものの、諸室及
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び体育館の利用者数は目標を下回ったことから、今後の新型コロナウイルスの収束状況に

もよりますが、改善を期待したいと考えております。 

 また、台風１５号、台風１９号、１０月２５日の大雨、新型コロナウイルスまん延等、

想定外の事態が発生しましたが、避難所開設、避難者受入れ、臨時休館、利用目的制限を

設けた上での開館等、市の指示に対して適切に対応しております。 

 また、指定管理者は市内で４つのコミュニティセンターの指定管理を行っており、４館

合同のスポーツ大会や、新型コロナウイルスで中止となったものの福島復興イベントの企

画など、スケールメリットを生かした事業を継続して展開しています。 

 一方、昨年度の本委員会で挙げられた「イベント等のチラシを自治会などに配布して、

地域に周知を図られたい」との意見に対する対応として、地元自治会と接触はしています

が、まだ十分な効果が出ていないため、改善を期待したいと考えております。 

 これらを総合的に判断した結果、「Ｂ」評価といたしました。 

 幕張コミュニティセンターの説明につきましては、以上でございます。 

○小野寺部会長  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、幕張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けれども、まずはじめに、市当局の作成した評価の妥当

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、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

 お願いします。 

○鶴見委員  まず、成果指標なのですけれども、施設稼働率については、１００％を超

えているということと、体育館の利用者数につきましても、令和元年度の目標に対しては、

１００％を超えているというところで、これについては、十分やったというふうに考えら

れるかと思います。 

 一方、収支なのですが、昨年が３３３万円の黒字であったのに対して、今年は１２万６

千円の赤字ということで、自然災害とコロナウイルス感染症もありましたので、やむを得

ないかなとは思いますけども、この点については改善の余地があろうかなというふうには

思っております。 

 また、利益還元の件もありますので、この辺についても改善を図られたいと思います。 

 総合評価につきましては、「Ｂ」ということで問題ないかなと思います。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○長根委員  各論では、「Ｃ」評価が多いのですけども、市による総括で「Ｂ」になると

いうのは、ジャンプアップといいますか、機械的に評価してそうなったのでしょうか。そ

れとも、何か勘案、緊急事態を勘案したとは書いてあるのですけれども、そこに集約され

た結果、最終的に「Ｂ」にしたということなのでしょうか。ちょっとその辺をもう一回ご

説明ください。 

○地域づくり支援室職員  総括評価を「Ｂ」にした理由でございますが、各項目の評価、
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こちら全部で１０項目ございまして、そのうち「Ｂ」評価が３つ、「Ｃ」評価が７つになっ

たということで、これを参考資料６の裏面の総括評価の目安に照らし合わせたとき、「Ｂ」

と評価することができますので、今回、「Ｂ」を市の評価案として提案したところでござい

ます。 

○長根委員  分かりました。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 では、私から。先ほどと同じ箇所ですけれども、４ページの「管理運営の履行状況」の

一番上、「市民の平等利用の確保・施設の適正管理」。こちら、自己評価で「Ｂ」、これに対

して市の評価は「Ｃ」に下げているということで、先ほどの畑と同様に、こちらもリスク

管理、緊急時の対応というところに着目すると、台風、大雨の際に、また避難所を開設し

て受入れたと書いてありますけれども、こちら何名ぐらい避難されたのかということと、

あと、意見としては、こちらも自己評価の「Ｂ」どおりに、市の評価も「Ｂ」に上げてあ

げてもいいのかなという気がするのですけれども、まず、避難してきた人数、分かりまし

たら教えていただけますか。 

○地域づくり支援室職員  こちら、幕張コミュニティセンターについては１０月１１日

から１０月１３日に避難所が開設されました。この際の避難者の数は２０名でございます。 

○小野寺部会長  意外と少ないですね。 

 ということですけども、私の感想としては、こういった時なので、向こうも自己評価と

して、よくやったということでしたので、市の評価としても、ここは「Ｂ」に上げてあげ

ていいのかなというのが私の意見です。 

 あと、総合評価としては、先ほどご説明いただいたとおり、ガイドラインに沿ってやっ

た目安でやるとこうなりますということで、総括の評価、自己評価「Ｂ」、市の評価も「Ｂ」、

これも妥当ではないかなと思いました。 

 あとは、これも感想ですけど、５ページのところ、利用者ニーズ・満足度のパートのと

ころ、こちらアンケートの結果が出ていますけれども、満足度に関する質問だと、「大変満

足」、「満足」の比率が高めだなと。この５ページの下から２行目の催し等の企画、これが

先ほどの畑のほうだと、もう少し「普通」という意見が多かったかと思いますけれども、

「満足」と「大変満足」で４８．２％ということなので、こちらのほうが比較的催し等に

対しては満足度が高いのかなと思いますので、そこは評価できるのかなと思いました。 

 あと、６ページのところ、これもここの施設の構造的な問題で、駐車場が狭いというこ

とで、隣に駐車して問題がありましたと。それに対して、こうこうこういう対応をしまし

たと書いてありますけれども、こちらは、利用者にとっても困るし、市も困るし、これは

指定管理者としても、そういった制約条件の中でこういった苦情あるいはトラブル対応す

るということで、厳しい状態に置かれているとは思いますけれども、これを見る限り、そ

ういったことが起きるのは当然なのですけれども、起きたことに対して、適正に対応して

くれているのかなというのをむしろ評価してあげたいなと思いました。 

 私からは以上です。 

 他の委員の方はいかがでしょうか。 

 宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  毎年出てきた、話の内容が解決できたと考えるのは、それでいいのですけ
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ど、去年の話にも出ていました駐車場の件。これは、幕張南小学校にあるのですが、これ

は幕張コミュニティセンターの利用者からの意見にもありましたとおりのことがありまし

たが。これは、使用している人たちに周知されたのでしょうけど、一般の利用者から見れ

ば、ここに駐車場があるよというような周知なり報告なりが無いなと。これをもうちょっ

とオープンにしてやったほうが、乗用車の利用が増えないほうがいいかもしれませんけど、

日頃そんなことを感じます。 

 もう一つは、近隣のイベント等のお知らせを自治会などに配布をしてほしいということ

ですが、実際はこれをやられたのですかな。私は、１回しか面接していませんが、こうい

うことまでやってくれているのだというのは分かるから。我々、昔からの町内会の立場か

らすると、こういうことをお願いしたいけどやってくれるのだというように町内会で感じ

るようになると、資料を読んで感じたものですから。これは、今後とも、是非とも近隣の

町内会に周知できるようにお願いしたいと。このようなことをお願いしておきたいと思い

ますけど。 

 そういうところですかね、私の方からは。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 また委員の皆さんに諮りたいのですけれども、先ほど私が指摘した４ページの「管理運

営の履行状況」の一番上のところ、「市民の平等利用の確保・施設の適正管理」について、

指定管理者は「Ｂ」と評価していて、市の提案は「Ｃ」なのですけれども、台風の影響で

避難所を開設したときに、やってくれたという対応を評価して、「Ｂ」に上げたらいいのか

なと私は思うのですけれども、皆さんはいかがでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ではそれを意見として上げたいと思います。 

 委員の皆様から様々な意見をいただきましたけれども、総合しますと、市の作成した年

度評価案は、概ね妥当と考えますが、年度評価シート４ページの「（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」においては、台風１５号直撃時の

被災者への対応や台風１９号の接近に備えて、避難所を開設し、避難者の受け入れを市と

連携して行ったことから、評価「Ｃ」を評価「Ｂ」とすることが妥当であると判断する。 

 施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、改善を要する点としましては、

利益還元ができるように、最終年度は工夫を図られたいということ、幕張南小学校の駐車

場の利用方法について、もう少し周知を図られたいということ、イベント等の自治会への

周知を更に図られたいといったような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） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に、指定管理者の倒産、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する意見交換を行うこととなっておりますが、先ほどの畑コミュニ

ティセンターと同じ指定管理者ですので省略いたします。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市花見川区幕張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、私と事務局で調整するということで、
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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） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、続いて、総合評価についてご審議いただきます。 

 事務局から説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理者

の行った管理運営に対する総合評価についてご説明いたします。 

 資料６「指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 基本情報」ですが、ご覧のとおりとなってございます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」ですが、評価対象期間の推移について、表にまとめてお

ります。 

 まず、「（１）施設稼働率（諸室）」ですが、初年度より継続して指定管理者が設定した数

値目標は達成しております。また、２年目以降は市が示した最終年度の数値目標も達成し

ております。平成２９年度に大きく増加しておりますが、これは、子育てサークルの利用

や企業の会議での利用、学生グループの利用などが増加していることが主な要因と考えて

おります。 

 また、清掃の徹底や指定管理者による広報活動に加え、利用者の利用目的に合わせ、机、

椅子、プレゼンテーション機材の貸出などを行い、利用者ニーズを満たしたことが稼働率

の向上に繋がったと思われます。 

 次に、「（２）施設利用者数（体育館）」ですが、こちらも初年度より継続して指定管理者

が設定した数値目標は達成しています。また、市が示した最終年度の数値目標については、

令和元年度は台風や新型コロナウイルス等、想定外の事態が発生したことを考慮すれば、

実績として１００％を若干下回ってしまったこともやむを得ないかと考えております。平

成３０年度に減少したのは、猛暑が影響したものと思われます。達成率は、評価対象期間

通算で見た場合、４年平均で１００％を超えております。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、指定管理者より「諸室にお

ける利用者数」について提案を受けていますが、想定外の事態が発生した令和元年度を除

き、年々増加しているところではございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

「３ 収支状況」の推移ですが、表の下から３行目の総収支という項目をご覧ください。

必須業務の収支と自主事業の収支の合計が総収支となりますが、平成２９年度と令和元年

度において赤字となっております。黒字の年度と赤字の年度があるのは、自主事業の赤字

の影響を受けているためでございます。 

 平成２９年度は、「ＬＯＶＥ福島」という自主事業開催に伴い、赤字となったものでござ

います。また、令和元年度は必須業務においては若干黒字となったものの、自主事業にお

いて赤字となっております。しかし自主事業の赤字額は、平成２９年度以降年々縮小して

いるところでございます。 

 次に、３ページの「４ 管理運営状況の総合評価」ですが、まず参考資料７をご覧くだ

さい。評価方法について、こちらに「評価の目安」が定められております。また、評価対

象期間である平成２８年度から令和元年度までの４年間の評価項目ごとの評価の一覧につ
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いては、参考資料８－２の最後のページに添付してございます。 

 では、戻りまして、資料６の３ページをご覧ください。 

評価項目ごとの評価の具体的内容や理由については、記載のとおりでございますが、評

価を「Ｂ」とした項目について説明いたします。 

 まず、評価項目「１ 成果指標の目標達成」ですが、成果指標である諸室の稼働率及び

体育館の利用者数ともに、平成２８年度と平成２９年度の２箇年において、「Ｂ」と評価し

ています。 

 一方、平成３０年度と令和元年度の２箇年において、「Ｃ」と評価しています。ただし、

令和元年度については「Ｃ」評価としてありますが、台風の直撃や新型コロナウイルスま

ん延など、想定外の事態が発生しており、これらがなければ令和元年度の達成率も高くな

ったことが想定されることから、この点も考慮して、最終的に「Ｂ」と評価しました。 

 次に、「５ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」についてですが、こ

ちらは、指定管理初年度であります平成２８年度は「Ｃ」評価でしたが、平成２９年度以

降は、３か年はいずれも「Ｂ」評価としております。 

 その内容ですが、近隣の畑、花島、穴川各コミュニティセンターの空き情報を共有し、

使用方法の情報提供を行っていること、また、ごみの分別方法が誤解されがちなものの展

示を行い、リサイクルに関する啓発を行っている点や、ごみのガイドブックの外国版を配

架していること、また、利用者からの要望を受け、毎年新規に備品を購入し、利用者の健

康や利便性向上を図っていること、このように、指定管理者は評価対象期間を通して、市

の期待を上回る利用者サービスの充実に努めていることから、「Ｂ」と評価いたしました。 

 そのほかの評価項目については、概ね事業計画どおりの実績・成果が認められたため、

評価を「Ｃ」といたしました。 

 最後に、総合評価については、平成３０年度のみ「Ｃ」評価であり、その他の３か年に

ついては「Ｂ」評価だったことを踏まえ、総合評価を「Ｂ」といたしました。 

 次に、４ページをご覧ください。「５ 総合評価を踏まえた検討」についてです。 

 まず、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」ですが、こちらは「当初見込んでいた結

果が概ね達成できた」ものと考えております。 

 この判断に至った理由ですが、まず、諸室の稼働率は、平成２６年度の４３．３％と比

較して、３％増の４６．３％を最終年度の数値目標として設定しましたが、指定管理者は

平成２８年度を除きこれを達成しているところでございます。 

 次に、体育館の利用者数は、平成２６年度の実績を基準に、毎年２．０％の伸び率で算

定した３万７千人を最終年度の数値目標として設定しましたが、９８％以上の達成率であ

り、評価対象期間平均では、達成率は１００％を超えております。 

 次に、自主事業収入実績は、新型コロナウイルスの影響があった令和元年度を除き、毎

年増収しているところでございます。 

 次に、提案どおり太陽光パネルの設置を行い、施設の光熱水費及びＣＯ２の削減に寄与

しております。設置した太陽光パネルは、平成３０年３月に引き渡しを受けたところでご

ざいます。 

 最後に、総収支が黒字化した年度もありましたが、評価対象期間を通して利益の還元を

受けられるほどの剰余金はございませんでした。これらの結果を総合的に勘案し、「当初見
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込んでいた結果が概ね達成できた」と判断いたしました。 

 次に、「（２）指定管理者制度の運用における課題・問題点」については、特に問題はな

いと考え、従いまして、「（３）指定管理者制度の継続の検討」については、「指定管理者制

度を継続する」ものと考えております。 

 花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理者の行った管理運営に対する総合評価に

ついての説明は以上でございます。 

○小野寺部会長  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をいただき、千葉市花見川区幕張コミュニティセンター

の総合評価につきまして、管理運営状況の総合評価と総合評価を踏まえた検討が示されま

したが、この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の

妥当性、指定管理者制度導入の効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善点等に

ついて、委員の皆様から意見をお聞きしたいと思います。ご質問を含めて何かございまし

たらお願いします。 

 お願いします。 

○鶴見委員  成果指標についてなのですけれども、施設稼働率につきましては、当初設

置した目標を達成していて、平均に関しても１００％を超えているということで、評価で

きるかと思っています。同様に、施設利用者数につきましても、達成率につきましては、

総合的に１００％を超えていますので、当初に設置した目標については、概ね達成できた

ものと考えます。 

 一方で、収支なのですけれども、総合収支は、黒字の年、赤字の年と、波がかなりある

なという印象があるのですけれども、総合的に見ますと、４年間で６００万円の黒字とい

うことですので、波はあるものの総合的、全体的に見れば評価できるだろうと考えます。 

 ただ、やっぱり利益還元が全くなかったというのが、一つちょっと残念かなというとこ

ろであります。 

 以上の点からしますと、４年間の総合評価といたしましては、「Ｂ」ということにつきま

しては、問題ないと考えます。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 お願いします。 

○伊藤委員  意見というか確認なのですけど、先ほどこの指定管理者から出てきた自己

評価について、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」が「Ｂ」で、市のほ

うも「Ｂ」ということで確認したと思うのですが、ここで出てくる「４ 管理運営状況の

総合評価」の「４ 施設管理能力」の（２）が「Ｃ」になっておりますが、これは「Ｂ」

の間違いでよろしいでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  今のご質問ですが、総合評価シート３ページの「４ 施設管

理能力」の「（２）施設の維持管理業務」の評価が「Ｃ」か「Ｂ」かというご質問でよろし

いですか。 

○伊藤委員  はい。先ほど「Ｂ」になったので。 

○地域づくり支援室職員  こちらについては、平成２８年から令和元年までの４年間の
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総合評価としての評価になりますので、この４番の（２）につきましては、平成２８年度

が「Ｃ」、平成２９年度が「Ｃ」、平成３０年度が「Ｃ」で、令和元年度が「Ｂ」というこ

とで、４年間のうち３年間は「Ｃ」評価というのがつけられていましたので、総合評価を

するに当たっては「Ｃ」としているところでございます。 

○伊藤委員  わかりました。 

○小野寺部会長  では、私からですけども、数字に関することは、先ほどのとおり、私

も同意見です。むしろ３ページのところの管理運営状況の総合評価のところ、今、伊藤委

員から確認がありましたけど、これは過去を含めた平均的なところで総合的に見るという

ことなので、個別にはこういう「Ｃ」が多めな評価なのだけれども、総合評価としては、

これは「Ｂ」というふうになっています。ここの下の一番下の説明のところ、「Ｂ」という

のは、事業計画等に定める水準や市の指定管理者に対する期待を上回る優れた管理運営。

数字的に言っているのではなくて、何となく期待を上回ったと、思った以上によくできた

ねと、そういうことなのですね。 

 振り返って、この上のほうを見ると「Ｃ」が多いのだけれども、数字的なところを見る

と概ね期待は上回ったのかなと、そういったことだとは思うのですけれども。そうですね、

特段、私もひっくり返すほどの意見を持たないので、この総合評価は「Ｂ」、妥当ではない

かなと思います。 

 それから、総合評価を踏まえた検討ですけれども、利益還元までは至っていないですけ

れども、利益も出している年、出していない年もありますけど、累積では出ているという

こと。その他は特段問題もなかったと思うし、台風、新型コロナウイルスの対応も適正に

やられていたということなので、特段指定管理者制度を止める理由もないと思うので、制

度を継続するということでよろしいかなと思いました。 

 私は以上ですが、他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様から様々な意見をいただきましたけれども、い

ただいた意見を総合しますと、評価の妥当性については、市の評価した総合評価案は、妥

当であるということ、制度継続の検討については、管理運営の状況に問題は発生しており

ませんので、指定管理者制度の継続が妥当であるということ、改善点等については、利益

還元ができるように工夫を図られたいということでした。 

 これらを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） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、これまでの意見を踏まえまして、千葉市花見川区幕張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、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が、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定管理者の選定の

際に十分反映していただきたいと思います。 
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 以上で、議題１の「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」の審議は終了します。 

 最後に、議題２の「その他」について、事務局から説明をお願いします。 

○大八木地域づくり支援室長  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、小野寺部会長から選定

評価委員会の横山会長にご報告をいただき、その後、横山会長から市長宛てに、委員会の

意見として答申をしていただきます。 

 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」

及び「総合評価シート」に記載し、８月までに、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になります。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、委員の皆様にご確認をお願いしたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見等ござい

ますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、最後に、全体を通して委員の皆様からほかにご質問、ご意

見等はございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は全て終了しま

した。どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○地域づくり支援室職員  慎重なご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、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回花見川区

役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。 


