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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回稲毛区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年６月２５日（木）１３：３０～１６：００ 

 

２ 場所：千葉市稲毛区役所 ３階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

稲垣 總一郎委員（部会長）、長根 裕美委員（副部会長）、印南 耕次委員 

藤沼 昭和委員 

（２）事務局 

宮尾稲毛区長、大須賀地域振興課地域づくり支援室長、宮川主査、鵜澤

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 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター 

イ 千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター  

（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 千葉市稲毛区穴川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 千葉市稲毛区長沼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。 

 

 

 



 

 ―２― 

 

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回稲毛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宮川と申

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ますよう、

お願いいたします。 

 傍聴人の方におかれましては、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。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策として、十分な換気等を行うため、定期的に窓

を開放し換気を行います。皆様におかれましては、出入口に消毒液を設置しておりますの

で、手指消毒にご協力くださいますようお願いいたします。 

 また、職員はマスクを着用しておりますほか、地球温暖化防止の一環として、軽装とさ

せていただいておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、委員の方のご紹介ですが、前回の部会から変更はございませんので、恐れ入

りますが、お手元のファイル、資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区役

所部会委員名簿」をもちまして、ご紹介に代えさせていただきたいと思います。 

 なお、西川委員におかれましては本日欠席との連絡をいただいており、長根委員におか

れましては、本日少し遅れておるということでございます。 

 続きまして、職員をご紹介いたします。 

 稲毛区長の宮尾でございます。 

次に、地域振興課職員です。 

 地域づくり支援室長の大須賀でございます。 

 担当の主事の鵜澤でございます。 

 最後に改めまして、主査の宮川でございます。 

 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、区長の宮尾からご挨拶を申し上げます。 

○宮尾稲毛区長  委員の皆さん、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、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の影響が長引く中、委員の皆

様においては、稲毛区はもとより市全般にわたりまして多大なるご支援、ご協力を賜って

おりますこと、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、稲毛区が所管しております穴川、長沼の２か所のコミュニティセンターの令和

元年度における指定管理の年度評価を、また、今年度は５年間の指定管理の最終年度に当

たることから、指定管理の総合評価をお願いいたします。委員の皆さんには、専門的な知

識、経験を基に、両コミュニティセンターのサービスの向上、それから業務の効率化、改

善を要する点など、ぜひ忌憚のないご意見を頂戴したいというふうに思っております。 
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 稲毛区といたしましては、いただきましたご意見などを指定管理者と連携を取りまして、

住民の交流拠点としての機能の更なる強化、また、次期の指定管理者の選定等に活用して、

より一層努めてまいります。 

 本日は長時間になりますが、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、宮尾区長ですが、所用のた

め、これをもちまして退席させていただきます。 

○宮尾稲毛区長  すみません。どうぞよろしくお願いいたします。 

[宮尾区長 退席] 

○地域づくり支援室職員  それでは、引き続きまして資料の確認をさせていただきます。

着座にて失礼いたします。 

 まず、机上にあります「諮問書」でございます。次にファイルをお開きいただき、「次

第」、「席次」、「資料一覧」、資料１は「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１

回稲毛区役所部会進行表」、資料２は「稲毛区役所部会委員名簿」、資料３－１から資料

３－６は「千葉市稲毛区穴川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）」、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「穴川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、「千葉市稲毛区長沼コミュニティセンター」に関す

る資料で、先ほどと同様の資料となっております。 

 続きまして、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」、参考資料３が「部会の設置について」、参考資料４が「稲毛区役所部会で審

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「穴川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が長沼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「穴川コミュニティセンターに関する市民局指定

管理者選定評価委員会の意見等」でございます。参考資料９－２が長沼コミュニティセン

ターに関する同様の資料でございます。 

 それから、追加で大変恐縮ですが、長沼コミュニティセンターの資料５－６「指定管理

者計算書類等」について、ＦｕｎＳｐａｃｅの令和元年度決算書類を本日、追加資料とし

て机上に配付させていただいております。 

 最後に、「今後の予定について」も、同じく机上に配付させていただいております。 

 以上でございます。 

 おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせください。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、全委員５名のうち３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条の第２項に基づき、会議は成立しております。 
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 それでは、これより議事に入らさせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を稲垣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。 

○稲垣部会長  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いたします。 

 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。 

○地域づくり支援室職員  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が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案」を作成いたします。お配りした資料でいうと、穴川コミ

ュニティセンターを例とすれば、資料３－１がこれに当たります。 

この市で作成をした「年度評価シート案」と、指定管理者から提出された資料３－５

「事業報告書」、資料３－６「計算書類等」などの資料を基に、こ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をい

ただきます。 

 なお、答申でいただきましたご意見は、資料３－１「年度評価シート」の１６ページ、

「７ 総括」の一番下にございます、「（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。 

 そして、評価の結果につきましては、指定管理者による管理運営の改善・効率化に向け

た取組を促進するため、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「年度評価シート」を市ホームページ上で公開いたします。 

 続きまして、今年度は５年間の指定管理期間の最終年度に当たることから実施する「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、まず、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」、年度評価と同様に穴川コミュニティセンターを例と



 

 ―５― 

すれば、資料４がこれに当たります。これについて、委員の皆様から「市の評価の妥当

性」、また「指定管理者制度の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。 

 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、資料４「総合評価シート」の４１８ページにな

ります、「５ 総合評価を踏まえた検討」の一番下にございます「（４）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」を市ホームページ上

で公開いたします。 

 説明は以上でございます。 
○稲垣部会長  どうもありがとうございます。 

 今の概要の説明について、ご質問とかは特にありませんか。いいですね。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、各施設の年度評価及び総合評価に移ります。 

 千葉市稲毛区穴川コミュニティセンター年度評価を行います。 

 事務局より説明をお願いします。 

○大須賀地域づくり支援室長  地域振興課地域づくり支援室長の大須賀でございます。

よろしくお願いします。座ってご説明させていただきます。 

 それでは、千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターに係る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。 

 資料３－１、９ページをお願いします。 

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

いては記載のとおりでございます。 

 成果指標といたしましては、指定管理者制度の効果等を測定するため、「諸室における

施設稼働率」及び「スポーツ施設における施設利用者数」を設定しております。 

 数値目標についてですが、「①諸室の施設稼働率」については、市が定めた最終年度の

数値目標５９％に対し、指定管理者が提案した最終年度の数値目標は５９.１％、令和元

年度の数値目標は５７.１％です。 

 「②スポーツ施設の利用者数」ですが、市が定めた最終年度の数値目標２万３千人に対

しまして、指定管理者の最終年度の数値目標は同じく２万３千人、令和元年度の数値目標

は２万２，２５０人です。 

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

美装、指定期間は平成２８年４月１日から令和３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」ですが、指定管理者が設定した令和元年度の数値

目標に対する達成度をパーセンテージで示しております。諸室の施設稼働率は、達成率１

０４.５５％、下のスポーツ施設利用者数は、達成率１０２.４８％です。 

 なお、括弧書きは、市の設定した最終年度の数値目標と、それに対する令和元年度の達
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成率でございます。 

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

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

人数が２万２千人、幼児室利用者数が１，８６４人となっております。 

 次のページをお願いします。 

 「４ 収支状況」でございますが、まず、「必須業務収支状況」の「ア 収入」からご

説明いたします。 

 令和元年度の合計の欄をご覧ください。提案の４，５４４万８千円に対し、計画は４，

５００万３千円、実績は４，４８６万４千円でした。計画に対する実績が１３万９千円の

減となった主な要因としましては、多目的室（大口利用料金）の利用減少、障害者団体等

の利用に係る減免件数の増加、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による休止や利用

控えによる減収による利用料金収入の減でございます。 

 次に、「イ 支出」の令和元年度の合計の欄をご覧ください。提案の４，５４４万８千

円に対し、計画は４，５００万３千円、実績は４，５０７万４千円でした。計画に対する

実績が７万１千円の増となりましたが、光熱水費の抑制及び修繕費の縮減に努めたものの、

賃金の引上げや自主事業増に伴う人工増などで人件費が増加したことが主な要因でござい

ます。 

 ページ開いて右側の１１ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」についてご説明いたします。「自主事業」は、当初予定の

３６件から１件増の３７件実施いたしました。 

 収入は８８万４千円、支出は１０４万７千円で、収支決算額として１６万３千円の赤字

となりました。主な要因は、コンサートや写真展など、入場無料の事業を行ったことによ

るものでございます。自主事業の赤字については、平成３０年度の４２万５千円と比較す

れば、コスト意識を持ち収支を精査したことで一定の回復を図ったところですが、引き続

き収支バランスの改善と新規利用者の獲得に向けた取組が必要と考えます。 

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

入は４，５７４万８千円、総支出は４，６１２万１千円であり、総収支決算額として、３

７万３千円の赤字となりました。 

 なお、「千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの管理に関する基本協定」では、剰余

金が総収入額の１０％を超えた場合は利益の還元を行うこととなっており、令和元年度は

赤字決算のため利益の還元はございません。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」をご説明いたします。 

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」ですが、こちらは９ページにありました、

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

「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価をしておりますが、施設稼働率、施設利用者数ともに、

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

目標に対する達成率で評価をしております。 

 施設稼働率は１０４.５５％で、下の点線で囲まれた「評価の内容」におきまして、

「Ｃ」に該当いたします。また、施設の利用者数は１０２.４８％で同じく「Ｃ」に該当

いたします。 
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 １２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」でございますが、こちらは、市の指定管理料

支出の削減の観点から評価をしております。 

 選定時の提案額３，４２９万６千円に対し、実績額３，４４５万３千円で、１５万７千

円、０.４６％の増加となっておりますが、これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策による休館や利用目的制限に伴う利用料金収入の減収補償額と、昨年度の台風１５号、

１９号及び１０月２５日の大雨に伴う損失補償額を指定管理料に加算したためです。これ

らを考慮しない場合の実績額は３，４０７万５千円で、２２万１千円、０.６４％の削減

となります。新型コロナウイルス関連と台風等の影響については特殊な事情と考えられる

ため、総合的に判断し「Ｃ」に該当すると考えております。 

 「（３）管理運営の履行状況」でございますが、令和元年度に２回実施いたしましたモ

ニタリングの各項目を七つの評価項目に分類し、それぞれにおいて、指定管理者による自

己評価、市による評価を行っております。モニタリング結果に基づき点数計算した結果、

市の評価はいずれの項目も「Ｃ」でした。 

 なお、評価の「Ｃ」は下の点線で囲まれた「評価の内容」のとおり、「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」という評価です。 

 各項目において評価した点は、「特記事項」に記載のとおりでございますが、評価のポ

イントにつながるところを幾つかご説明させていただきます。 

 資料３－２をお願いします。１７ページになります。 

 こちら、資料の「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」の最後になりますが、

「（３）環境への配慮」で、照明器具のＬＥＤ化という内容がありますが、計画的なＬＥ

Ｄ化を推進しており、支出のところで説明させていただいたとおり、光熱水費の抑制がな

されたことを確認しております。 

 同じページの最後になりますが、「２ 施設管理能力」の「（４）従業員の能力向上」

につきましては、職員を計画的・継続的に育成するという市の基準を上回る提案があった

ところですが、３月に実施予定であった穴川コミュニティセンター職員の全員を対象とし

たコンプライアンス研修が、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から中止となった

ため、マイナス評価としております。 

 １９ページをお願いします。 

 「（２）施設の維持管理業務」の「エ その他」の最後になりますが、駐車（駐輪）場

管理業務の実施について、穴川コミュニティセンターは、区役所と共通の駐車場・駐輪場

を使用しているため、管理業務は区役所で実施しておりますが、「駐車場・駐輪場の適正

な利用について意識づけを行う」という提案がなされており、ポスターの掲示や声がけな

ど、提案の実施を確認しております。 

 ２１ページをお願いいたします。 

「（１）幅広い施設利用の確保」の「（４）利用者への支援」のうち、耳の不自由な利用

者への対応については、手話研修テキストを受付職員に配布し自習させたことを確認して

おります。 

 同じページの「（３）施設における事業の実施」の「（８）自主事業の効果的な実施」

について、「通常の利用者の利用の妨げにならない配慮」の内容として、稼働率の低い時
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間帯や調理室を活用して事業を実施するなど、稼働率アップを図る自主事業の実施がされ

ていることを確認しております。 

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

ですが、健常者と障害者が一体となり楽しめる自主事業の実施として、引き続きボッチャ

体験会を実施したほか、障害者でも弾けるヘルマンハープという楽器のレンタル事業、ま

た、ヘルマンハープロビーコンサートを開催し、コンサート中に体験・交流の時間を設け

たことを確認しております。 

 同じページの「４ その他」の「（３）障害者雇用の確保」ですが、平成２８年度に特

別支援学校卒業生１名を雇用し、引き続き勤務していることを確認しております。 

 それでは、「年度評価シート」の説明に戻らせていただきます。 

 資料３－１の１３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稲毛区役所部会意見を踏まえた対応」につい

てですが、平成３０年度に稲毛区役所部会でいただいた「新たな利用者の開拓に向け、Ｓ

ＮＳ等の広告媒体を多角化するとともに、魅力ある自主事業の企画に励まれたい。」とい

うご意見を受け、ホームページやＦＡＣＥＢＯＯＫ、ＴＷＩＴＴＥＲを活用した情報発信

を実施するとともに、Ｊ－ＣＯＭ千葉のニュース番組の年間スポンサーとなり、毎月１回

コミュニティ通信という枠でイベント宣伝の放送を行いました。そのほかに、地元のオニ

オン新聞社、地域新聞社にイベント掲載を依頼し、さらに、稲毛いきいきプラザ、放送大

学、生涯学習センター等にチラシの配架依頼を行ったとのことです。 

 続きまして、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）指定管理者が行ったア

ンケート調査の結果」についてですが、「調査方法」、「回答者数」、「質問項目」及び

「結果」についてはご覧のとおりでございます。 

 調査結果の概要といたしましては、８月は「性別」「来館目的」「インターネットで予

約しているか」等の独自項目を加えて実施いたしました。１月は、全コミュニティセンタ

ー統一で「コミュニティセンターの満足度」を調査しましたが、各項目について、全体的

に不満足以下の回答は少なく、利用者の皆様におおむね満足いただいているものと理解し

ております。 

 続きまして、１６ページの上の項目をご覧ください。 

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

です。 

 続きまして、「７ 総括」についてご説明いたします。まず「（１）指定管理者による

自己評価」は「Ｃ」で、所見として、ハード面の施設管理においては、館内照明のＬＥＤ

化を進め電気料金を大幅に削減したこと、ソフト面の運営管理においては、快適に利用し

ていただくために備品や書籍の無料貸出しを行ったこと、自主事業においては、新型コロ

ナウイルス感染防止の影響があったが、ほぼ計画どおりの事業が実施できたことなどを挙

げております。 

 「（２）市による評価」は１１ページから１２ページの「５ 管理運営状況の評価」に

おいて、全項目が「Ｃ」評価であったことから、１６ページの点線で囲まれた「評価の内

容」で「Ｃ」の「おおむ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。」といたしました。 



 

 ―９― 

 また、所見といたしまして、館内掲示やホームページで空き状況を随時公開し、利用者

の利便と稼働率の向上を図ったことや、修繕、清掃等が適正に実施され、特に修繕に関し

ては、施設利用者の利便性を第一に考え迅速な対応がなされていることを評価する一方、

未利用者に対するＳＮＳを活用した情報発信をはじめ、出前講座やサークル紹介など、誰

でも気軽に参加できるコミュニティづくりについて要望しております。 

 穴川コミュニティセンターの「指定管理者年度評価シート」の説明につきましては以上

でございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から一通り説明をいただいた穴川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、このシート表に作成した評価の妥当

性について、及び指定管理者のサービスの水準向上、業務効率化の方策、また、改善を要

する点について、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。質問を含めて何かご

ざいましたら、どうぞ。藤沼委員。 

○藤沼委員  ２点、教えてほしいのですけど、３０年度の広報を幾つかやっていますよ

ね。この効果というのは、どのように把握しようとしているのですかね。もしくは、去年

やって、その結果がどうだったのかというのは分かっていれば教えてもらいたい。 

 それから、ＬＥＤ化で電気料金の大幅削減をしてきたということで、かなり前からずっ

とこれを言っているのですが、この受託期間中で計画期間は終わるのですか。かなり、毎

年毎年ＬＥＤ化の話が出ています。 

○大須賀地域づくり支援室長 広報の結果につきましては、個別の広報媒体ごとに、その

媒体を見て、どれほど利用していただいているかというところまでは、今の時点では把握

し切れていない状況がございます。幅広く広報は行っているところですが、それがどう利

用に結びついているかというのは、今は把握する具体的な手法は確立できていないという

状況でございます。申し訳ございません。 

 ＬＥＤ化については、本指定管理期間にすべて終わらないという状況ではありますが、

穴川コミュニティセンターは、来年度、大規模改修を予定しておりまして、令和３年度中

を目安に全ての照明がＬＥＤ化される予定でございます。 

 以上でございます。 

○藤沼委員  ありがとうございます。 

○稲垣部会長  ほかにご質問でも、ご意見でも。どうぞ。 

○印南委員  １３ページの一番上、「ホームページやＳＮＳを活用した情報発信を実施

している」とありますよね。実際穴川コミュニティセンターのウェブサイトはあるのです

けど、二つありまして、一つは多分、京葉美装さんが作ったのではないかと。あと一つは

千葉市のホームページの中に入っているものです。京葉美装さんが作ったものは確かにＴ

ＷＩＴＴＥＲとＳＮＳのボタンがついているのですけど、ほとんど活用した形跡がない。

ＦＡＣＥＢＯＯＫは４月２日以降アップデートがないという状況が挙げられると。ＴＷＩ

ＴＴＥＲも４月３日からない。千葉コミュニティ通信を開局したとありますよね。確かに

開局しているのだけれども、２０１７年までは何回かやっているけど、一番最後が２０１

８年に１回だけやって終わり。２０１９年は何もやっていない。だから、実際は、それと

ＦＡＣＥＢＯＯＫもたしか２００人未満しかアクセスしていない。そういう状況だと思い
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ます。だから、これはやったとは言えない。 

 それと、京葉美装のホームページありますよね。京葉美装さんのホームページは、ＨＴ

ＴＰＳというＳがついていない。だから安全ではありませんというコメントが出てきてし

まう。だから、京葉美装さんそのものも、そんなにホームページをきちんと勉強している

とは思えない、という感想を受けました。 

 以上です。 

○大須賀地域づくり支援室長  ご質問ありがとうございます。 

 ＳＮＳに関しましてはご指摘のとおり、情報発信回数が少ないということはこちらも確

認しております。例えば、ＴＷＩＴＴＥＲでのツイート数ですとか、あるいはフォロワー

の数ですとか、そういったところがまだ活発に発信しているとは言いにくい状況にはござ

いまして、今年度に関しましても、適宜情報発信には努めるようにお願いをしているとこ

ろです。ＳＮＳに関しましては情報発信が肝だと考えております。 

○印南委員  コミュニティセンターを使う人の年齢が高いのですよね。だから、ＳＮＳ

を使うときにはかなり注意しないとうまくいかない。それと、社長が中心になってやって

いるのではないかと思うのだけど、やっぱりこれはいろいろな人がこれをやらないと、社

長１人でやっているから、うまくいかないです。社長が好きだからやっているという、や

り始めちゃったと、でも続かないという、そういう印象を受けました。 

○大須賀地域づくり支援室長  社長さんがやっているかどうかは、こちらも把握はして

はいないところではありますが、ＳＮＳはツイートですとか、そういったものを増やして

いかないと利用は伸びないでしょうし、そこに誘導するホームページも情報が古かったら、

なかなかアクセスは増えないと思いますので、その辺については指導をしてまいりたいと

思います。また、もう１点のご質問は、ホームページがＨＴＴＰＳではない、ＳＳＬ化さ

れていないということでしょうか。 

○印南委員  これは京葉美装のホームページです。 

○大須賀地域づくり支援室長  個人情報を取り扱うホームページに関しましては、基本

的にはＳＳＬ化するように私たちのほうでも指導はしておりまして、コミュニティセンタ

ーの個人情報が関連している部分については、すべてＨＴＴＰＳとなっています。会社の

ホームページについては指定管理者のほうにも話をしておきたいと思います。ありがとう

ございました。 

○稲垣部会長  ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○長根委員  １０ページの４番目の利用料金収入のところで、右側です、主な要因で３

点挙げられていますけれども、多目的室の利用団体の大幅な減少による減収とあるのです

けれども、これはコロナによる影響とかではなくて、それ以前から何か団体が消えたとい

うか、そういう要因で大幅な減少があったということなのでしょうか。それともコロナの

せいですか。 

 

○大須賀地域づくり支援室長  多目的室につきましては、新型コロナウイルスも、もち

ろん一因としてはあるかとは思いますが、多目的室は部屋当たりの単価が一番高い部屋に

なっていまして、それよりも小さい部屋を借りて、なるべく安く済ませようという動きが、

利用される方の中で広まっているようです。料金が高いだけが理由ではないのかもしれま



 

 ―１１― 

せんが、もうちょっと便利に、もっと小さい部屋を使いまわして有効活用するということ

で、皆さんに使っていただいているという状況があると聞いております。 

○長根委員  利用者数が減ったというよりは、選択するお部屋が変わったということで

すか。 

○大須賀地域づくり支援室長  はい、そういう理解で大丈夫かと思います。 

○稲垣部会長  １０ページに書いてあります、多目的室の大口利用の利用団体の減少、

大幅な減少とあるのですが、これはどういうことなのですか。１０ページの大口利用団体

と。僕、聞き間違えたかもしれないけど、ここ何で減ったかという原因か何か。 

○大須賀地域づくり支援室長  先ほどご説明させていただい点に補足いたしますと、２

時間で収まらないなど、枠を２つつなげて使うような長いコマがある場合は、多目的室の

利用料金の高さがやはりネックとなっています。そういった場合に小さい部屋を複数使用

する利用者の方も最近多いという話もございまして、そういったようなことも相まって多

目的室の利用が伸びないという状況になっているようです。やはり利用される皆さんの使

い方が少し変わってきているということかと思います。 

○稲垣部会長  そういう変化にも少しは対応していかないといけないわけですね。ニー

ズの変化があるということですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。ただ、料金の変更に関しましては慎重に準

備、検討をしていく必要があるかとは思っておりますので、今の時点で利用料金の見直し

についてはなんとも申し上げられないのですが、今後の課題としては捉えていきたいと思

います。 

○稲垣部会長  どうぞ。 

○印南委員  それと、コロナの影響が多分４月、５月、６月ですよね。ということは、

今年の終わりの評価のときに、その評価の基準をどう変えるかというのは一つ問題でしょ

うね。 

○大須賀地域づくり支援室長  ４、５月はかなりの日数休館しておりますので、新型コ

ロナウイルスの評価に与える影響につきましては、例えば指定管理者の自己評価ですとか、

あるいは我々が指定管理者に対して委託事業としてお願いしていることが達成されたかと

いう指定管理者に求める達成基準などについて、コロナによってできなかった部分も、そ

のままできなかったから駄目というような判断にはしないとは思われますが今時点では明

確な方針というものがまだ示されていない状況でございます。 

○印南委員  だから、施設稼働率のところを、その月を抜かしてやるのであればいいの

だけれども、それを抜かさなかったら、かなり低くなってしまいますよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  単純に利用者を数え上げていく、年間の利用者数のよう

な指標もございますので、そこについてはどのように評価をしていくかということは、今

後、検討は進んでいくとは思いますが、今時点ではどのように判断するかというところが、

まだ定まっていない状況でございます。 

○稲垣部会長  さっきのモニタリングの点数のところで、研修できなかったからマイナ

スみたいになっています。あれはコロナの関係でできなかったわけですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  おっしゃるとおりです。 

○稲垣部会長  実際やっていないからマイナスにしたと。 
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○大須賀地域づくり支援室長  そうです。実際やっていませんので、モニタリング上は

マイナス評価としていますが、年度評価をしていく中では、先ほどの例えば指定管理料の

項目における増額ですとか、そういったところと同様に総合的な判断が認められておりま

す。やむを得ないところがあったかと思いますので、総合的に判断して、「Ｃ」評価とい

うような判断をさせていただいているところではございます。 

○稲垣部会長  難しいですよね。 

 質問なりご意見でも。特に意見はないですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、主に出たご意見は、ＳＮＳの情報発信のときにといったよう

なご意見を中心に、情報発信のやり方を利用者目線に合わせて工夫されたいと、これは皆

様のご意見だと。 

 それから、最後に市役所の最終評価が「Ｃ」になっているのですけれども、これについ

てのご意見は特にございませんか、「Ｃ」ではないという意見は特にないですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは「Ｃ」の評価自体はよろしいということで、ただ、こういう目

線に合わせたやり方をやってほしいと、ということでまとめさせていただきます。 

 では、今のところを今回入れるということでよろしいですか。 

（賛成） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 次に、年度評価の指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握することとなっております。

これからは計算書類等を基に指定管理者の財務状況等についての意見交換をすることにな

りますが、一部資料が一般には公開されていない法人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、これからの会議は非公開といたします。 

［傍聴人 退室］ 

○稲垣部会長  傍聴人の方は退室されたようですので、このまま続けたいと思います。 

 それでは公認会計士の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

にご意見を伺いたいと思います。 

（※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。） 

○稲垣部会長  決算書を見た限りでは、当面撤退のリスクはないと。 

 これを本部会の意見とさせていただきます。よろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、これからの会議については公開とします。 

 傍聴人の方を中へご案内をお願いします。 

［傍聴人 入室］ 

○稲垣部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市稲毛区穴川コミュニティ

センターの指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について、本部会としての意見

を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ことでよろ

しいでしょうか。 
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（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは続いて、総合評価について審議いただきます。事務局より説明をお願いします。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、穴川コミュニティセンターの指定管理者が行

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。資料４、４１５ページでござい

ます。 

 まず、「１ 基本情報」については、年度評価シートと内容が重複しておりますので省

略とさせていただきます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」ですが、「（１）施設稼働率(諸室)」と「（２）施設

利用者数(体育館)」の２項目が成果指標となっております。 

 まず「（１）施設稼働率(諸室)」につきましては、諸室の稼働率を、最終年度に５９.

１％とすることを指定管理者が提案しておりますが、各年度の数値目標を大幅に上回る稼

働率を達成しております。なお、令和元年度には最終年度目標を達成しております。 

 次に、「（２）施設利用者数(体育館)」につきましては、体育館の利用者数を、最終年

度に２万３千人とすることを指定管理者が提案しておりますが、各年度数値目標を上回る

利用者数を達成しております。 

 続きまして、次のページの「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、平成２８年度に２１０万

８千円の黒字を計上したものの、平成２９年度が２２万７千円、平成３０年度が１０２万

９千円の赤字となり、赤字が増加していく傾向にございましたが、令和元年度には３８万

３千円の赤字と、赤字幅が減少に転じております。 

 また、「総収支」から３行上の「自主事業」につきましても、初年度の１６万３千円の

赤字が、平成３０年度には４２万５千円の赤字となり、増加傾向にありましたが、こちら

も令和元年度には１６万３千円の赤字と減少に転じております。 

 なお、「総収支」の４年間の合計では４７万円９千円の黒字となっております。 

 次に、４１７ページの「４ 管理運営状況の総合評価」をご覧ください。 

 評価については、評価対象期間を通じ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おり、「参考資料７」の「評

価目安」に沿って、過去の年度評価結果を基に評価しております。 

 評価として事業計画書等に定める水準や指定管理者に対する期待を上回る、優れた管理

運営が行われていた「Ｂ」評価の項目について説明いたします。 

 「１ 成果指標の目標達成」についてです。諸室については、過去の評価は、平成２８

年度から平成３０年度が「Ｂ」評価、令和元年度が「Ｃ」評価となっており、良好な成果

を上げてきたものと認められます。また、体育館については、過去の評価は、平成２８年

度が「Ｂ」評価、平成２９年度から令和元年度が「Ｃ」評価となっており、こちらもおお

むね計画を上回る成果を上げてきたものと認められます。 

 したがいまして、評価対象期間における当該評価項目の年度評価の半数以上が「Ａ」ま

たは「Ｂ」であったことから、「Ｂ」評価としたものでございます。諸室の稼働率が、市
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が設定している最終年度目標を上回る達成率であったことは高く評価できるものでござい

ます。 

 次のページ、「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、「当初見込んでいた効果がおお

むね達成できた。」としております。これは成果指標の達成状況も良好であり、その他の

取組においても、当初の計画どおりの効果が認められましたので、指定管理者がコミュニ

ティセンターとしての機能を果たしていると判断したものです。 

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

者制度運用における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」

については、今後も指定管理者制度を継続していき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。よろしくお願いします。 

○稲垣部会長  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、千葉市稲毛区穴川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、この市当局が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、指定管理者制度の導入効果、課題等を踏まえた制度継続の検討、その改善等につ

いて、委員の皆様からご意見をお願いします。質問でも結構です。 

○印南委員  これ、あらかじめ予約しますよね。空いている部屋がありますでしょう。

そのときには、その部屋を自主事業で埋めるということはやっているのですか。 

○大須賀地域づくり支援室長  一般の利用者からの予約がない部屋を、一定程度自主事

業で活用しているかというご趣旨でよろしかったでしょうか。 

○印南委員  その場合でも、使ったということですから、パーセンテージには入るわけ

ですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。自主事業においても、一般の利用者の皆さ

んにお使いいただいているものでございますので、稼働率としてはカウントしているとい

うことになります。 

○印南委員  ということですよね。だから、はっきり言えば、自主事業で埋めてしまえ

ば、達成率は達成できるという、そういうことですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  自主事業によって皆さんの利用が促進されれば、それは

施設の利用目標を達成しているということになりますので。 

○印南委員  やっぱりという、悪くはないですよ。 

○稲垣部会長  過去の評価だから抽象的になってしまいますけど、数量的にはよくやっ

ているという感じがしますけど。意見は、今年はまだ半年以上あるから、こういう点で頑

張ってほしいとか、そういう意見でもいいわけですね、この後、来年の３月まで。 

○大須賀地域づくり支援室長  意見といたしましては、評価対象期間の総合評価として、

穴川コミュニティセンターの指定管理がどうであったかということについていただければ

と思います。 

○稲垣部会長  どうぞ。 

○長根委員  「収支状況の推移」を拝見しますと、この直近の３年間ですか、総収支で

見ると、ちょっと赤字が出ているという形で、どうも自主事業、常に赤字ですと、そこも
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引っ張っているのかなという気はするのですけれども、ただ、成果指標のほうを振り返っ

てみますと、稼働率も、また、施設利用者数等も、辛うじてではありますけれども、達成

率は１００％を超えているということで、改善の余地はいろいろあると思うのですけれど

も、この市の評価は妥当かなと私は感じております。 

○印南委員  小さな部屋も、大きな部屋も、稼働率としては同じく数えるのですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  はい。 

○印南委員  だから、大きな部屋は３倍だから、３対１でやるわけではないですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  そうですね。部屋の稼働率です。 

○印南委員  稼働率よね。 

○稲垣部会長  自主事業なんかでジャズなんかをやっているではないですか。これはこ

の稼働率に来た人が入っているわけですか。 

○大須賀地域づくり支援室長  その活動で諸室を使った場合は稼働率に入っています。 

○稲垣部会長  自主事業のさっきの説明でも、ちょっと赤字率が下がってきているとい

う説明があったのだけど、今年の分の内容を見ると、京葉美装なんか寄附金みたいな負担

金みたいな、何かそういうのが入っているように見えたのですけど。京葉美装何とか金と

いうのは、会社負担みたいな、ありましたよね。 

○印南委員  聞いたことありますね。 

○稲垣部会長  自分で寄附して、赤字を減らしているという形の自主事業。ジャズのと

ころなんかは見たら、そういうのがありましたので。協賛金、７４ページ、７５ページ、

その辺の収支を見ると、協賛金を入れているから、それで収支０になっている。収支０は

実は自分のところのお金をつぎ込んでいるから。 

○大須賀地域づくり支援室長 協賛金収入は指定管理者が出していますが、基本的に指定

管理者の裁量で各自主事業をやっていただくことになっていますので、必要経費を支出す

るのではなく、協賛金を出すこと自体は問題があるというわけではありませんが、確かに

それで見た目の収支が改善しているというところはあるかなというふうには思います。全

体的には一応、収支バランスを精査してきているということです。今年の自主事業につい

ては、いろいろ見直しを考えているとも聞いております。 

○稲垣部会長  大体みんな入っていますよね、前後。７５、７６、全部協賛金が入って

いる。 

○長根委員  印南委員、この協賛金というのは、この京葉美装の、これは京葉美装にと

っての費用になるのですか。 

○印南委員  京葉美装にとっては費用になると思います。 

○長根委員  そうですよね。分かりました。 

○印南委員  確かにコミュニティセンターに行きますと、人が結構いっぱいいまして、

入っているなと、そういう印象は受けますよね。中には稼働率が８０％と言いながら、人

が誰もいないところもあったけど。コミュニティセンターはそういうのはなかった。 

○稲垣部会長  一応、気になっただけなのですけど。 

○大須賀地域づくり支援室長  自主事業において、確かに事業の趣旨に賛同するとして

協賛金を頂いているという事実はありますが、この穴川コミュニティセンター事業の支出

として、お金を出しているというわけではないということです 
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○印南委員  厚意で出しているのだというような話でしたね。 

○稲垣部会長  稼働率、来た客は増えているけど収入は上がらないという問題のような

というか。 

○長根委員  単価が安くなってしまうと。 

○稲垣部会長  数は増えますよね、かなりのね。 

 何かご質問とかは。ありませんか。 

（なし） 

○稲垣部会長 評価の妥当性についてはよかったのかなと、「Ｃ」の評価は妥当であると。

施設の運営管理、サービスの水準向上に関しては、空いている諸室の利用をうまくやって

いるので稼働率を上げていると。これは大変評価ができると。 

 そういう、さっきの私の質問のほうは特にという、こういうことでございます。 

 これを本部会の意見ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 それでは、このような意見を踏まえて千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの指定管

理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意見をまとめたいと思

いますが、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をお願いします。

よろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございます。 

 施設管理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

際に十分考慮していただきたいと思います。 

 それでは、ここで１０分程度休憩いたしたいと思います。２時５５分に再開いたします。 

（休憩） 

○稲垣部会長  休憩時間が終わりましたので、始めさせていただきます。 

 次に、「千葉市稲毛区長沼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、年度評価を行いますので、事務局から説明をお願いします。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターに係

る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。 

 資料５－１、４１９ページをお願いいたします。 

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

いては記載のとおりでございます。 

 成果指標といたしましては、穴川コミュニティセンターと同様に、「諸室における施設

稼働率」及び「スポーツ施設における施設利用者数」を設定しております。 

 数値目標についてですが、「①諸室の施設稼働率」については、市が定めた最終年度の

数値目標３８％に対し、指定管理者が提案した最終年度の数値目標は３８.１％、令和元

年度の数値目標は３６.９％です。 

 「②スポーツ施設の利用者数」ですが、市が定めた最終年度の数値目標１万６千人に対

し、指定管理者の最終年度の数値目標は１万６，１２４人、令和元年度の数値目標は１万

６，０３３人です。 
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 次に、「２ 指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者名はＦｕｎＳｐａｃｅ・オー

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

の２社による共同事業体でございます。指定期間は平成２８年４月１日から令和３年３月

３１日までの５年間です。 

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

ですが、諸室の施設稼働率の達成率は１０７.８６％、スポーツ施設の利用者数は１０１.

０２％です。なお、括弧書きは、市の設定した最終年度の目標に対する達成率です。 

 また、「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、コミュニティまつり参加人数が２，

２４５人、幼児室利用者数が１，１８９人となっております。 

 次のページをご覧ください。 

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

します。 

 令和元年度の合計の欄をご覧ください。提案の５，４７７万９千円に対し、計画は５，

４３４万７千円、実績は５，４３０万７千円となっております。計画に対する実績が４０

万円減となった主な要因としては、新型コロナウイルスによるキャンセル、利用目的制限

による、利用料金収入の減でございます。 

 次に、「イ 支出」でございますが、令和元年度の合計の欄をご覧ください。 

 提案の５，４７７万９千円に対し、計画は５，４３４万７千円、実績は５，１４９万７

千円となっております。計画に対する実績が２８５万円減となった主な要因としては、事

務費の節約努力、特に電気料金、電力の供給に関して入札を行い、光熱水費が減ったこと

による減などがございます。 

 次に、見開き右側をご覧ください。「（２）自主事業収支状況」をご説明いたします。 

 「自主事業」につきましては４６件実施いたしました。収入は２３４万５千円、支出は

２３１万７千円であり、収支決算額として２万８千円の黒字となりました。黒字となりま

した主な要因といたしましては、体育館備品レンタルとコミュニティカフェによるもので

ございます。 

 「（３）収支状況」でございますが、必須業務と自主事業を合わせた総収入は５，６６

５万２千円、総支出は５，３８１万４千円であり、総収支決算額としては２８３万８千円

の黒字となりました。 

 なお、利益の還元については還元額５６万８千円で、内容については高所非常照明蓄電

池及びランプ交換修繕を行っております。 

 続いて、「５ 管理運営状況の評価」をご説明します。 

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

ーと同様、施設稼働率、施設利用者数共に、選定時に指定管理者が定めた年度目標に対す

る達成率で評価をしております。施設稼働率は１０７.８６％で、下の点線で囲まれた評

価の内容におきまして「Ｂ」に該当いたします。また、施設利用者数は１０１.０２％で

「Ｃ」に該当いたします。 

 次の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」でございますが、選定時の提案額４，７５３

万４千円に対し、実績額４，７２９万６千円で、削減額は２３万８千円、削減率は０.
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５％となります。この実績額には、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策による休館や

利用目的制限に伴う利用料金収入の減収補償額が指定管理料に加算されているため、穴川

コミュニティセンターと同様に、これを考慮しない場合は、実績額４，７０８万４千円で、

４５万円、０.９５％の削減となります。下の点線で囲まれた「評価の内容」におきまし

て「Ｃ」に該当いたします。 

 「（３）管理運営の履行状況」でございますが、こちらは、令和元年度中に２回実施い

たしましたモニタリングの各項目を七つの評価項目に分類し、それぞれにおいて、指定管

理者による自己評価、市による評価を行っております。モニタリング結果に基づき点数計

算した結果、市の評価はいずれの項目も「Ｃ」でした。 

 なお、評価の「Ｃ」は下の点線で囲まれた「評価の内容」のとおり、「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」という評価です。

各項目において評価した点は「特記事項」に記載のとおりでございますが、評価のポイン

トにつながるところを幾つかご説明させていただきます。 

 資料５－２、４２７ページをお願いします。 

 評価項目の「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」の「ア 個人情報保護」に

ついては、「個人情報漏洩保険の加入」等が提案され、保険証券を確認しております。 

 同じページの中段やや下になりますが、「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制

の充実」にございます「（４）従業員の能力向上」については、「スキル、キャリアに応

じた研修の実施」や「職員の資格取得の奨励」の提案がなされ、「接遇研修」等の実施を

確認しております。 

 その下の「（２）施設の維持管理業務」の「（６）設備・備品の管理・清掃・警備等」

の「ア 設備・備品管理」では、冷房設備のない体育館での熱中症対策としてスポットク

ーラーの設置が提案され、現物を確認しております。 

 続きまして、４２９ページ、「エ その他」の３つ目の項目になります。駐車（駐輪）

場管理業務の実施についてでございますが、監視カメラの設置、臨時駐車場の確保という

提案がなされ、「防犯のための監視カメラの設置」及び「イベント時に周辺施設に協力を

依頼し臨時駐車場を確保したこと」について確認しております。 

 次の評価項目「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」の右側やや

上になりますが、「（３）利用者サービスの向上」の「サークル利用者へのサービス向

上」については、長沼コミュニティセンターを利用するサークル、学生ボランティア、地

域住民の皆さんなど、コミュニティセンターの運営を支援してくださる方々の組織化を図

り、事業協力をしていくという提案があり、平成２８年度末にＮＡＣＣＳが結成されてお

りました。こちらは令和元年度には、当指定管理者が管理している千葉市内の５つの施設

で共通の施設応援ボランティア組織「ちばＦＵＮくらぶ」に変更したということでござい

ます。 

 変更の主な理由といたしましては、「長沼コミュニティセンター単体で実施するよりも、

５施設のボランティアとなることで活動の場を広げ、ボランティアを身近に感じる機会を

提供すること」「様々なエリアのコミュニティ活動に参加し、生きがいを持って生活でき

る環境を提供すること」「施設の垣根を越えたボランティアとの交流を活発にし、地域と

の信頼関係を育み人材の育成、地域振興へとつなげること」であると聞いております。 
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 また、長沼コミュニティセンターから登録の２１人を含め８０人の会員となり、主に施

設で開催される大型イベントの手伝いや花壇の整備などで活躍していただいていることを

確認しております。 

 なお、基本的には指定管理期間内の運営を想定しているようですので、指定管理者が変

更となった場合の継続については、次期指定管理者と現指定管理者との協議になるものと

思われます。 

 ４３１ページをご覧ください。 

 評価項目「４ その他」の「（３）障害者雇用の確保」については、雇用、募集共に行

っていないことを確認しており、マイナス評価となっております。 

 なお、近隣の障害者支援施設「おおぞら園」、千葉大学附属特別支援学校との共同事業

などにより関係性を深めており、将来的には、そういった関係施設等からの受入れも検討

したい旨、指定管理者から報告を受けております。また、継続雇用を基本とし、優秀な非

正規職員を積極的に正社員登用試験に推薦する取組を継続的に行っており、こちらは良好

な運営状況でした。 

 モニタリングレポートについては以上でございます。 

 それでは、資料５－１にお戻りいただきまして、４２３ページをお願いいたします。 

 一番上の欄になりますが、「（４）市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区役所部会意

見を踏まえた対応」についてですが、平成３０年度に稲毛区役所部会でいただいた「稼働

率の向上を図るため、アンケート結果を利用者の増加に結びつけるように企画・運営の工

夫をしていただきたい」というご意見を受け、未利用者アンケートからの子どものイベン

トを望む声に対し、三つの講座を実施し、うち二つが継続講座になっており、健康関連の

イベントを望む声に対しては、近隣病院と体操系サークルの協力を得て、「健康チャレン

ジフェスタ」を開催した結果、サークルに加入する人もあり利用者の増加につなげること

ができたとのことでございます。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」についてですが、穴川コミュニテ

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

ー統一で実施しております。８月、１月ともに、各項目において不満足以下の回答は少な

く、利用者の皆様におおむね満足いただいているものと理解しております。 

 また、長沼コミュニティセンター独自のアンケートとして、９月に近隣商業施設、フレ

スポ稲毛という商業施設ですが、そちらで実施いたしました文化サークル展示・体験会に

おいて、未利用者アンケートを実施いたしまして、「どのような取組があれば長沼コミュ

ニティセンターを使用したいか」などについて調査をしております。調査結果は４２５ペ

ージに記載のとおりでございます。 

 続きまして、４２５ページ、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見、苦情の対

応」ついては記載のとおりでございます。 

 次のページをご覧ください。「７ 総括」についてご説明いたします。 

 まず、「（１）指定管理者による自己評価」は「Ｃ」となっております。文化サークル

や体操系サークルの体験会を近隣の商業施設や病院の協力の下、実施したことにより、体

験後にサークルに入会する方もいて、サークル支援につなげるなど、一定の効果があった
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こと。コミュニティカフェについて、少しずつではあるがひとり暮らしの高齢者の居場所

づくりとして機能しはじめていること。未利用者が来館するきっかけとして、ロビーコン

サートやジャズコンサート等を実施したこと。「ちばＦＵＮくらぶ」について、今後は会

員が持っている特技を生かし、会員自ら企画した事業が実施できるような仕組化が期待で

きることを所見として挙げております。 

 「（２）市による評価」ですが、４２１ページから４２２ページの「５ 管理運営状況

の評価」において、全ての項目が「Ｃ」であったことから、総括評価は「Ｃ」といたしま

した。これは、「おおむ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」という評価でございます。 

 また、所見として、未利用者アンケートやコミュニティカフェの実施、「ちばＦＵＮく

らぶ」の各種自主事業等の企画・運営への協力などを挙げております。 

 長沼コミュニティセンターの「指定管理者年度評価シート」の説明につきましては以上

でございます。よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 これについて、今、事務局から一通り説明いただきましたが、「長沼コミュニティセン

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。 

 質問があるかもしれませんが、評価自体は「Ｃ」ということであります。特に「Ｃ」自

体は「Ｂ」にしないほうがいいですか。そのことで、どうぞ。 

○長根委員  私、収支のほうもマイナスにはなっておりませんし、あと、市が定めた評

価目標等と比較しましても、市の評価は妥当であると思います。 

○稲垣部会長  内容で、総合的にいうと「Ｃ」自体は妥当かなと思いますが、皆さん、

どうでしょうか。 

 印南委員、どうですか。 

○稲垣部会長  評価自体はいい。 

○印南委員  はい。 

○稲垣部会長  評価はいいけれども、こういう点を質問したいとか、こういう点をもう

ちょっとよくしてほしいとかというご意見があれば、そちらのほうが具体的でよろしいか

なと思いますけど。 

 これを見ていると、カフェ、これは何となくいい感じがしますよね。点数には結びつき

にくいでしょうけど、カフェをやって人が寄ってくるというのは、非常にいい試みだと思

います。段々とサークルとか組織で来るというのはなかなか来にくい。１人でふらっと来

られるといいですよね。 

○長根委員  ここにもあるように、一人暮らしの高齢者の方の利用が増えているという

ことなので、非常によい試みだなと私も思いました。 

○稲垣部会長  高齢化すると、毎週決まった曜日に参加するのはむずかしくなるが、サ

ークル活動というのは継続で、毎週何曜日となると休めないでしょう。その点、ぶらっと
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来られるというのはすごくいいと思います。 

○長根委員  いいと思いますね。様子も分かりますしね、その地域の高齢のお年寄りの

こととかも。 

○印南委員  そういうのがあったとしても、今の評価の方法でいくと、「Ｂ」とかには

ならないですか。「Ｃ」になってしまうのですか。 

○稲垣部会長  「Ｃ」を変えられないということはないのだけど。 

○印南委員  確かにいいと思うのですよ。思うのだけども、評価にならないというのは、

評価の方法に問題があるのかもしれない。 

○稲垣部会長  特にご意見ないでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  それでは、市の評価は妥当であるということと、これに特別注文をつけ

なければいけないことはないが、ただ、カフェは評価できるということぐらい付け加えた

らいいですかね。 

○印南委員  キッズの、子どものパンづくりとか、そういうプログラムとか、参加者の

年齢がものすごく高いのだけど、こういう子どもを対象にするのはすごくいいですよね。 

○稲垣部会長  空いている部屋への対応がよかったと。そうですね、それもいいと思い

ますね。 

 ＦｕｎＳｐａｃｅは、意外とセンスがいいのかな、何となく、経営の。 

○大須賀地域づくり支援室長  ＦｕｎＳｐａｃｅは会社の中に企画部門があると聞いて

いまして、施設単独でもなく、企画部門とか本社の教育も受けながらやっているというよ

うな話は聞いております。 

○長根委員  そうですね。すばらしい提案が出てきて。 

○稲垣部会長  積極的ですものね。 

○長根委員  はい。それを評価できる枠組みがあるといいかなという感じはします。 

○稲垣部会長  そうですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  ご意見をいただいているコミュニティカフェに関する評

価の補足をさせていただきます。コミュニティカフェにつきましては、今は月に１回だけ

やっているという状況ですので、もう少し頻度として伸びてきたらいいかなというふうに

は我々も思っていまして、実施頻度の関係で今回については、まだ「Ｃ」評価という形に

とどめさせていただいております。 

○長根委員  分かりました。 

○稲垣部会長  事務局でまとめていただきましたので読み上げます。 

 コミュニティカフェの実施が地域のコミュニティづくりにつながっていて評価できた。

先ほどあったコミュニティカフェを更に、できるだけ広げるというか、更に進めていただ

きたいと、こういうことですよね、意見としては。 

○大須賀地域づくり支援室長  分かりました。 

○稲垣部会長  では、このような意見として、評価はどうなると言いましたけれども、

妥当であるということです。 

 この二つを本部会への意見としていきます。これでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○稲垣部会長  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。 

 （傍聴人 退室） 

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

類等を基にご意見をいただきたいと思います。 

（※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。） 

○稲垣部会長  当期利益も大きく、特に倒産及び撤退等のリスクは少ないと考えられる。

それでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  今、読み上げた点は本部会への意見とさせていただきます。ご承認をい

ただきました。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。 

傍聴人の方を中へご案内をお願いします。 

［傍聴人 入室］ 

○稲垣部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて「千葉市稲毛区長沼コミュニティ

センター」の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意

見をまとめていくということになりますが、詳細については、私と事務局にて調整すると

いうことでご承認いただけますか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 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。 

○大須賀地域づくり支援室長  それでは、長沼コミュニティセンターの指定管理者が行

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「指定管理者総合評価シート」をご覧ください。 

 まず、７３７ページの「１ 基本情報」については、年度評価シートと内容が重複して

おりますので省略させていただきます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」ですが、「（１）施設稼働率(諸室)」と「（２）施設

利用者数(体育館)」の２項目が成果指標となっております。 

 まず、「（１）施設稼働率(諸室)」につきましては、諸室の稼働率を、最終年度に３８.

１％とすることを指定管理者が提案しておりますが、各年度の数値目標を大幅に上回る稼

働率を達成しております。なお、平成３０年度には最終年度目標を達成しておるところで

ございます。 

 次に、「（２）施設利用者数(体育館)」につきましては、体育館の利用者数を１万６，

１２４人とすることを指定管理者が提案しておりますが、各年度の数値目標を上回る利用
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者数を達成しております。こちらも、令和元年度には最終年度目標を達成しております。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」については、指定管理者が独自に

設定した目標となりますが、先ほど申し上げたとおり「ＮＡＣＣＳ」につきましては、

「ちばＦＵＮくらぶ」に組織変更しております。また、ホームページの訪問数は伸び悩ん

でいるところではございますが、それ以外の指標につきましてはおおむね達成している状

況というところでございます。 

 次のページ、７３８ページをご覧ください。 

 「３ 収支状況の推移」の下から３行目の「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初年度３２２万６千円の黒字か

ら一貫して黒字となっており、令和元年度も２８３万８千円の黒字と各年度黒字で推移し

ております。４年間合計で１，１９６万４千円の黒字となっております。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、剰余金の２０％に当た

る「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。 

 見開き右側のページ、「４ 管理運営状況の総合評価」をご覧ください。 

 評価方法についてのご説明は、先ほどご説明させていただいたとおりでございますので、

省略させていただきます。 

 評価として、事業計画書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

た管理運営が行われていた「Ｂ」評価の項目について説明いたします。 

 「１ 成果指標の目標達成」についてですが、諸室の過去の評価は、平成２８年度が

「Ｃ」評価、平成２９年度から令和元年度は「Ｂ」評価となっており、良好な成果を上げ

てきたものと認められます。また、体育館の過去の評価は、平成２８年度が「Ｂ」評価、

平成２９年度から令和元年度が「Ｃ」評価となっており、こちらもおおむね計画を上回る

成果を上げてきたものと認められます。 

 したがいまして、評価対象期間における当該評価項目の年度評価の半数以上が「Ａ」ま

たは「Ｂ」であったことから、「Ｂ」評価としたものでございます。諸室及び体育館の稼

働率が、市が設定している最終年度目標を上回る達成率であったことは高く評価できるも

のと考えております。 

 続きまして、次のページ、「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」につきましては「当初見込んでいた効果がお

おむね達成できた」としております。これは、成果指標の達成状況も良好であり、そのほ

かの取組においても、当初の計画どおりの効果が認められましたので、指定管理者がコミ

ュニティセンターとしての機能を果たしていると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大きな課題・問題点」はなく、おおむね指定管理

者制度運用における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」

については、今後も指定管理者制度を継続していき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。よろしくお願いいたします。 

○稲垣部会長  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、「長沼コミュニティセンター」の総合評価

につきましては、「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。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
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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ご意見をお願いします。 

○長根委員  収支状況の推移４年間を拝見しますと、いずれも黒字であるということに

立てば、４年間連続して利益還元が出ているという点を高く評価できるのかなと思います。 

 でも、総合的には「Ｃ」ということで、ちょっと違和感はあったのですけれども、ただ、

先ほど報告がありましたように、障害者雇用が進んでいないということでマイナス点があ

ったりだとか、そういったものを各論で評価した上でのこの「Ｃ」評価ということですの

で、妥当かなというふうに考えました。 

○稲垣部会長  「Ｃ」評価でいいのではないかというご意見ですけれども、よろしいで

すか。 

○印南委員  評価そのものはいいのではないですかね。すごく安定しているという感じ

がしますよね。 

 ７３７ページの令和元年のところです。やはりコロナの影響で、実績値が下がっている

でしょうからね。成果指標等の推移で実績値が、ずっと３０年度から４０.１％だから上

がっただけ。ですから、元年では３９.８％に下がっていますでしょう。だから、１か月

分のコロナの影響でしょうね。だから、コロナの影響をこれどうやって排除するというか

除けるかというのを考えたほうがいいですよね。 

○大須賀地域づくり支援室長  今回の評価に当たりましては、コロナの関係でマイナス

点になるような部分に関しては、総合的な判断という形で扱っていますが、プラスの評価

をする部分に関しては、なかなか難しいというところが今時点ではございまして、今後の

検討課題かとは思います。 

○印南委員  そうですね。ちょっとかわいそうですね。 

○稲垣部会長  ほかには特にないですか。 

 結論として、市の評価は「Ｃ」だけど、よろしいということで、特に意見はないですよ

ね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長 市の評価の妥当性については、「Ｃ」評価は妥当であるし、その他の個別

の評価も妥当であると、いけるだろうと。それから、改善点として、今のコロナの影響に

ついての評価について考えてほしいということは、実は市に対する要望になるので指定管

理者に対する改善ではないかなと思うので、これはご意見いただきましたが、部会の意見

とはせず、市に対する要望ということですね。 

○大須賀地域づくり支援室長  事務局として、いただいた評価方法についてのご意見と

して検討課題とさせていただきたいと思います。 

○稲垣部会長  ということです。市に対する意見としてで、指定管理者に対する点は今

の評価は妥当ということにさせていただきます。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市稲毛区長沼コミュニティ

センターの指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見

を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。 
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（異議なし） 

○稲垣部会長 ありがとうございました。 

 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。 

 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。 

○地域づくり支援室職員  その他でございます。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、稲垣部会長から選定評

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。 

 また、今後の部会の開催日程等につきましては、本日机上にお配りした資料のとおり、

７月２２日水曜日に次期指定管理者の募集要項等に対する意見聴取、１０月１２日月曜日

に選定審査、１０月２８日水曜日は審査予備日となっております。１０月２８日は、公募

による申込みが多数だった場合に開催させていただきますので、どうぞご了承いただきま

すようお願いいたします。 

 なお、委員の皆様へは改めて事務局から開催通知をお送りさせていただきます。 

 以上でございます。 

○稲垣部会長  今のご説明に何か質問とかございましたら。よろしいですか。 

（なし） 

○稲垣部会長  特にないようですので、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。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回稲毛区役

所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。 


