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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回緑区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年６月５日（金） １３：３０ ～ １６：３０   

 

２ 場所：千葉市緑区役所 ５階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、長根 裕美委員（副部会長）、田辺 圭子委員、 

鶴見 泰委員、矢野 正康委員 

（２）事務局 

小池緑区長、久我地域振興課地域づくり支援室長、杉田主査、亀田主事 

 

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 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター  

イ 千葉市土気あすみが丘プラザ  

（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 千葉市緑区鎌取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 千葉市土気あすみが丘プラザ 

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。 

   

６ 会議経過： 

○地域振興課職員  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回緑区役所部会を開会いたします。 
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 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。

私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課主査の杉田と申します。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。 

 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、委員の方のご紹介ですが、昨年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の資料の２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会緑区役所

部会委員名簿」をもちまして、ご紹介にかえさせていただきます。 

 続きまして、職員につきましてご紹介させていただきます。向かって一番右ですね、緑

区長、小池区長でございます。 

続きまして、所管の地域振興課の職員をご紹介します。 

 地域づくり支援室長の久我でございます。 

地域づくり支援室の亀田主事でございます。 

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緑区長の小池からご挨拶を申し上げます。 

○小池緑区長  それでは、改めまして緑区長、小池でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 本日は大変お忙しい中、また緊急事態宣言が解除されたとはいえ、引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症への警戒が必要な状況にもかかわらず、令和２年度第１回緑区部会にご

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

頃より市政及び区政の運営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、この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。 

 本日の会議に当たりましては、国の示す新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針、県発表の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請などに基づいた対策

を行った上で開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、少なからずご不便

をおかけいたしますけれども、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 さて本日は、緑区が所管しております鎌取コミュニティセンターと土気あすみが丘プラ

ザの令和元年度における指定管理の年度評価及び総合評価をお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、専門的な知識、経験を基に両施設のサービス水準の向上、

業務の効率化につながるご意見、改善を要する点につきまして、ぜひ忌憚のないご意見を

いただきたく申し上げます。 

 なお、鎌取コミュニティセンター、土気あすみが丘プラザ共にですね、新型コロナウイ

ルスの感染症拡大による緊急事態宣言に伴いまして、４月８日より休館をしておりました。

緊急事態宣言の解除に伴いまして、５月２７日から利用を再開しているところでございま

す。利用に当たりましては、人数制限ですとか利用目的による制限がありますので、より

多くの方々に利用していただくことは難しいところではございますが、感染拡大の防護策

を取りながら、施設の運営を行ってまいりたい所存です。 

 区といたしまして、本部会からいただきましたご意見等を基に指定管理者と連携を図り、
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利用者の皆様に喜ばれる施設となるよう、より一層努力してまいります。本日、長時間の

会議になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域振興課職員  誠に恐縮ではございますが、小池区長が次の公務がございますため、

これをもちまして退席させていただきます。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 

○小池緑区長  申し訳ございません、ここで失礼させていただきます。 

［小池緑区長 退室］ 

○地域振興課職員  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１枚の紙といいますかね、「次第」、それから「席次表」、それから

「諮問書」でございます。この３点が別であるかと思います。 

 続きまして、青いファイルのほうになります。ファイルをお開きいただきまして、資料

の１番、こちらが「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回緑区役所部会進行表」

になります。 

 続きまして資料の２番、これが「緑区役所部会委員名簿」になってございます。 

 それから、資料の３－１から３－６までです、こちらが「鎌取コミュニティセンター」

の令和元年度評価に関する資料になります。それぞれ資料３－１が「指定管理者年度評価

シート」。それから資料３－２、これは「指定管理者年度評価シート補足資料」。資料３－

３、「指定管理者モニタリングレポート」。資料３－４、こちら「事業計画書」。資料３－５、

「事業報告書」。資料３－６が、「指定管理者計算書類等」となってございます。 

 続きまして、資料の４です。資料の４が、こちらは「鎌取コミュニティセンターの指定

管理者総合評価シート」でございます。 

 続きまして、資料の５－１から５－６、また、資料の６、これが「土気あすみが丘プラ

ザ」の資料になりまして、内容としましては先ほどの鎌取コミュニティセンター、資料の

３－１から６、資料の４と同じように、資料の５－１から５－６までが年度評価にかかる

資料、資料の６が総合評価にかかる評価シートということになってございます。 

 続きまして、参考資料のほうになります。参考資料の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「緑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」になります。参考資料６、こちら年度評価シートに係る「評価の目安」に

なります。続きまして、参考資料７が、今度は総合評価シートに係る評価の目安になりま

す。参考資料８－１が「鎌取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」になります。参考資料８－２が、土気あすみが丘プラザに関する、同様に２８

年度から３０年度までの年度評価シートになります。参考資料９－１が「鎌取コミュニテ

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」になります。参考資料９

－２が、土気あすみが丘プラザに関する同様の資料になります。 

 以上を机上のほうにお配りさせていただいておりますが、資料のほうに不足等がござい

ましたらお知らせいただければと思います。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をいたします。 

 本日、出席いただいた委員の皆様、全委員の出席をいただいておりますので、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
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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、進行のほうを、恐れ入ります、小野寺部会長様にお願

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○小野寺部会長  それでは、「次第」に従いまして、この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。 

 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。 

○地域振興課職員  座ったまま、失礼します。 

 それでは、指定管理者の行った施設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、ヒアリングなどを通じて行っ

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などを踏

まえ、「指定管理者年度評価シート案」、今回の資料では資料３－１と資料５－１に当たり

ますが、これを作成いたします。 

 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「事業報告書」、

「計算書類など」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、撤退など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。なお、事務局の評価案については、

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、審議の中で

評価の確認をしていただければと思います。 

 最終的に、そのご意見など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。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」、「（３）

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。 

 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

た取組みを促進するため、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」を市ホームページで公開いたします。 

 続いて、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、今回の資料では資料４と資料６に当たります、市が
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過年度の評価結果を踏まえた「指定管理者総合評価シート案」を作成いたします。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などを踏まえた制

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「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」を市ホームページ上で公開いたします。 

 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聞かせていただければと思います。 

 説明は以上です。 

○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、千葉市緑区鎌取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。 

○久我地域づくり支援室長  地域づくり支援室の久我でございます。鎌取コミュニティ

センターの令和元年度の評価につきまして、ご説明をさせていただきます。座って説明さ

せていただきます。 

 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」についてですが、当該施設はコミュニテ

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

することを目的に設置をされております。 

 また成果指標といたしまして、諸室の「施設稼働率」及びスポーツ施設である体育館の

「施設利用者数」を掲げており、数値目標といたしまして、指定期間の最終年度及び各年

度の目標値を設定した上で管理運営を行っております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、指定管理者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年間となっております。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」についてでございます。まず「（１）成果指標に係

る数値目標の達成状況」につきまして、諸室の施設稼働率は、括弧書きの部分でございま

すけれども、市設定の目標４９．６％に対しまして、実績は５６．３％となっております。

達成率は１１３．５％でございます。また、スポーツ施設である体育館の施設利用者数は、

市が設定した目標であります２万３，５００人に対しまして、実績は２万４，６７６人と

なっておりまして、達成率は１０５．５％でございます。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」といたしまして、「コミュニティまつりの参加

人数」を掲げております。コミュニティまつりは、１０月２７日に行われまして、来場者

数は約４，８００人でございました。１０月２５日の大雨直後であったため、来場者数は
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例年より少ない結果となりました。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「４ 収支状況」についてでございます。「（１）必須業務収支状況」についてですが、

収入の合計が７，６１９万２千円、支出の合計が７，５０４万９千円でございまして、収

支の決算額は１１４万３千円のプラスとなっております。 

 続きまして、収入、支出項目の中で実績と計画の差額が１００万円以上の項目につきま

して、主な要因をご説明いたします。 

 まず、「収入」につきましては、「指定管理料」に１８万１千円のプラスが発生しており

ます。実績と計画の差額が１００万円以上ではございませんが、特殊事情ですので、ご説

明をさせていただきます。 

 主な要因は、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、体育館の休館、諸室の利用

制限をいたしましたので、市が定めた基準によりまして、利用料金収入に伴う指定管理料

を増額したものでございます。 

 次に、「その他収入」に１７万９千円のプラスが発生しております。こちらも実績と計画

の差額は１００万円以上ではございませんが、特殊事情ということで説明をさせていただ

きます。 

 主な要因は、昨年発生いたしました台風１５号、１９号及び１０月２５日の大雨により

まして、避難所の開設や施設の休館を行ったため、それに伴う利用料金の減収、それから

光熱費等の経費を補償したものでございます。 

 続きまして、「支出」の項目につきましては、「人件費」に２５３万７千円のプラスが発

生しております。主な要因ですが、パート社員の最低賃金の引上げ及び当初計画値の過小

見積りによるものでございます。 

 次に、「事務費」に１１７万５千円のマイナスが発生しております。主な要因でございま

すが、施設内照明のＬＥＤ化によります光熱水費の削減、それから印刷製本費の支出の減

によるものでございます。 

 最後に、「管理費」に１２３万６千円のマイナスが発生しております。こちらの要因でご

ざいますが、定期清掃費の支出減によるものでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」についてでございます。収入の合計は３９万８千円、支出合

計が７０万５千円でございまして、収支の決算額は３０万７千円のマイナスとなっており

ます。 

 最終的に必須業務と自主事業を合わせた総収入は７，６５９万円でありまして、総支出

は７，５７５万４千円、収支は８３万６千円のプラスとなっております。したがいまして、

総収入額７，６５９万の１０％を超える余剰金が生じておりませんので、利益の還元はご

ざいませんでした。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」についてでございます。ます「（１）管理運営による

成果・実績」についてでございますが、下の点線の中に記載されました評価の基準に沿っ

て評価をしております。諸室の施設稼働率は市設定の数値目標４９．６％に対しまして、

実績が５６．３％、達成率は１１３．５％でありまして、成果指標が市設定の数値目標の

１０５％以上１２０％未満でありますので「Ｂ」評価といたしました。 
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 次に、体育館の利用者数につきましては、市設定の数値目標２万３，５００人に対しま

して、実績が２万４，６７６人、達成率は１０５％ですので、成果指標は市設定の数値目

標の１０５％以上１２０％未満でございますので、「Ｂ」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」についてでご

ざいます。市の指定管理料支出の削減について、選定時の提案額６，７３９万６千円に対

しまして、令和元年度指定管理料は６，６９６万１千円、約０．６％の削減でございます。

選定時の提案額と同額、または５％未満の削減でありますので、「Ｃ」評価といたしました。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」についてですが、年度内に２回実施をいたしました資

料３－３「モニタリングレポート」の各項目の成果を、資料３－２「評価シート補足資料」

に転記をいたしまして、七つの分野ごとの平均値を算出し、「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。 

 市の評価といたしまして、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ていた「Ｂ」評価の項目についてご説明をさせていただきます。 

 まず、評価項目「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」につきましては、モニ

タリングの結果を「評価の目安」に当てはめますと「Ｃ」評価となりますが、市としては

「Ｂ」と評価をしております。 

 資料３－２「評価シート補足資料」の１ページ目をご覧ください。一番下の「年間の点

数の平均値」は、０．１５となっております。この数値は「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」と評価をいたしました。修正の理由は、一番右の

特記事項に記載しておりますが、昨年緑区を襲いました台風、それから大雨によりまして

避難所開設をした際、市の指示に柔軟に対応し、受入れ体制を速やかに整え、避難者の受

入れ対応を行ったことを高く評価いたしまして、「Ｂ」としたものでございます。 

 戻りまして、資料３－１の４ページをご覧ください。「２ 施設管理能力」、「３ 施設の

効用の発揮」の各評価項目及び「４ その他」の評価項目につきましては、おおむね管理

運営の基準及び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ましたので、

「Ｃ」と評価をいたしました。 

 なお、特記事項には評価に当たってのポイントを記載しております。 

 続きまして、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緑区役

所部会意見を踏まえた対応」についてでございますが、平成２９年度評価につきましては

資料に記載のとおりでございます。 

 また平成３０年度の評価につきましては、昨年度開催されました緑区役所部会におきま

して、２点のご意見をいただきました。 

 １点目は、「施設の稼働率及び利用者について、市が設定している最終年度の数値目標を

達成したことは評価できる。今後とも利益の還元が得られるようサービスの向上に努めら

れたい。」との意見に対しては、施設の稼働率及び利用者数について、ホームページやＳＮ

Ｓを使った利用促進に努め、最終年度の目標を上回る達成率となりました。 

 次に２点目、「自主事業について、参加者が少なく赤字が見込まれる事業の中止や参加無

料事業の有料化等を検討し、収支状況の黒字化に努められたい。当該指定管理者は、市内

複数のコミュニティセンターの指定管理をしており、知識・経験が豊富なことから情報を

共有し、魅力的な自主事業の実施を期待する。」とのご意見に対しましては、魅力ある自主
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事業の企画として講演会や子ども食堂、高校ダンスパフォーマンス選手権などを開催し、

多くの参加者を集めました。 

 なお、参加無料のイベントにつきましては、気軽に参加していただくことを目的として

おりますので、現時点で有料化することは難しいが、今後は有料の事業を増やすとともに、

物品の販売を行い、収益を増やすなど、収支状況の黒字化につながるような自主事業を検

討するということでございます。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでございます。調査は年２回、８

月と１月に全利用者を対象に実施をしております。調査の結果は、おおむねよいとの評価

になっております。 

 次に、６ページの一番下をご覧ください。 

 「（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、利用者から頂

戴した意見を記載しております。一つ目、駐車場の増設などの改善要望については、職員

が１日３回巡回するとともに、駐車場に案内表示板、防犯カメラを設置し、長時間駐車す

る方への注意喚起を行っております。また、相乗りの促進を呼びかけております。二つ目

に、冷暖房の温度調節ができないといったような空調関連の要望につきましては、利用者

からの要望があれば、設備担当者によりきめ細かい温度調整を実施しているということで

ございます。 

 三つ目のトイレが温便座や洗浄機能付便座ではないといったトイレ関連の要望につきま

しては、指定管理者から本市に対しまして、トイレの改修要望がなされているところでご

ざいます。区としては、例年予算要求をしているところではございますが、現時点につき

ましてはトイレの破損等がございませんので、予算化がなされていないという現状でござ

います。 

 最後に、７ページをご覧ください。 

 「７ 総括」についてでございます。指定管理者による自己評価といたしましては、施

設の稼働率につきましては、年度目標及び最終年度目標も達成しているものの、更なる稼

働率の向上に努めていきたい。また利用料についても目標を達成しており、稼働率と同じ

ように、更なる利用料金の収入向上に努めていきたい。また、図書館１階のＬＥＤ化によ

り、光熱費の低減に貢献ができた。修繕についても、緊急性のあるものについては指定管

理者の費用で迅速な対応を行った。また、自主事業については魅力ある自主事業の実施に

努めて、高校生ダンスパフォーマンス選手権では近隣の高校生や応援の小中学生、一般の

観客の参加により、盛会のうちに終了することができた。また、人生セミナーの講演会、

子育てに関する講演会も有意義であったとのご意見をいただいた。さらに、こどもカフェ

から発展した、子ども食堂であるまんぷく食堂では、地域のボランティアの方々を中心に

した自主事業として実施をすることができた。今後も地域とともに実施する自主事業を運

営してまいりたい。 

 以上の理由により、自己評価は「Ｂ」となっております。 

 続きまして、「（２）市による評価」でございます。資料３－１の３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」の評価が三つ、さらに「Ｃ」の評価が七つ

となっております。 

 参考資料の６の裏面をご覧ください。これを総括評価の目安に当てはめますと、評価項
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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

当いたしますので、市の総括評価は「Ｂ」と評価をしております。 

 その所見を説明させていただきます。管理運営による成果・実績といたしましては、諸

室の施設の稼働率及び体育館の施設利用者数について、自然災害や新型コロナウイルスの

感染拡大により、利用者の減少があったにもかかわらず、市が設定している最終年度の数

値目標を上回る達成率であったこと。 

 次に、管理運営の履行状況として、１階の青少年サポートセンター、さらに緑図書館の

全照明のＬＥＤ化や、積極的な緊急修繕の実施を行ったこと。また、新たにロビーにフリ

ーＷｉ－Ｆｉを設置し、利用者サービスの向上に努めたこと。 

 また、地元マスコミやインターネット、ＳＮＳ等を活用し、自主事業の広報、諸室、ス

ポーツ施設の利用促進に努めたこと。 

 あらゆる世代や性別の方が利用できる自主事業を企画し、魅力あふれる自主事業の実施

に努めたこと。 

 さらに、特記事項といたしましては、昨年度自然災害が多く、緑区は特に被害が大きか

ったため、避難所開設をした際、多くの避難者が来所しましたが、受入れ体制を速やかに

整え、市職員と協力して避難所の運営に尽力したこと。 

 以上を踏まえまして、総合的に判断した結果、市が指定管理者に求める水準等を上回る、

優れた管理運営がされていたと判断し、「Ｂ」評価といたしました。 

 鎌取コミュニティセンターに関する令和元年度の指定管理者年度評価の説明につきまし

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ひととおり説明をいただき、鎌取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。 

 従来は、もうちょっと会議が長かったと思うので、まずは評価の妥当性についてご意見

いただいて、その後によかったところとか改善してほしいところとかお聞きしていました

けれども、今回は一括でお願いしたいと思います。 

 それでは、何かございましたらお願いします。 

○鶴見委員  まず、管理運営の成果指標に係る評価なのですけれども、諸室の稼働率及

びスポーツ施設の利用者数、これはいずれも市の設定した目標を上回っているものができ

たということにつきましては、やはり評価できると思います。特に今年は自然災害とかコ

ロナウイルスとか、それを妨げるような理由が発生した中で、この数字を達成したという

ことについては強く評価できるというふうに考えます。また、収支につきましても、また

総合で黒字ですので、本年についても評価もしたいと思っております。 

 ただ、昨年も申し上げた話なのですが、利益還元については及ばなかったという点につ

いては残念だったというふうに思います。 

 以上の点を総合的に評価すれば、水準的な管理よりもやや上だというふうに評価できま

すので、市の評価の「Ｂ」という評価は相当ではないかと考えます。 

 以上です。 
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○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかの皆様、いかがでしょうか。 

 ちょっと私から、では述べさせていただきますけども、今の鶴見委員と全く同じ意見で

して、まず、市の総合評価「Ｂ」というのは、これは妥当かなと思います。先ほど市の当

局からの説明あったとおり、災害に対する対応もよかったということ。それから、そうい

ったことで開けなかった時期があったにもかかわらず、数値目標、人数、それから利用料

も、それぞれ目標を達成したということは高く評価できるかなと思いました。 

 あとは同じ内容ですけども、よかった点としては、そういったイレギュラーな災害のと

きの避難者の支援とかというところも、支援を期待どおり、あるいはそれ以上に対応して

くださったということなので、その点は非常に高く評価してあげたいなと思いました。私

はそんな感じです。 

 ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。 

○矢野委員  全く同じ意見なのですけれども、いろいろな災害などあったり、いろいろ

なイレギュラーなことがありながらも目標を達成したという成果は、すばらしいなと思い

ましたけども、もう一つ強く感じたのは、私たちはこの事業、行事等をいつも見て、それ

でそこのところでの評価をするわけですけども、もう一つ、この大きな役割といいますか、

やっぱりこの災害時の避難所としての役割というのが、非常に大きな役割を持っているの

だなということを、改めて強く感じました。実際の人数が記されているところもあったの

ですけども、実際には宿泊者が５０名とか２０名とか、あるいは台風１９号のときには１

３０名とか、ペットまで来たりとか、そのようにたくさんの人数の方がこの場所を利用す

るということで、私たちはいろんな行事とかそういうところを見るけれども、そうじゃな

い、この施設の大きな、また違う意味での役割というのが私にとっては非常に印象的だっ

たし、これからやっぱりそういう面を、もう一面として見ていかないといけないのではな

いかなというふうには思いました。 

 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  私は皆様方の意見に付け加える形になりますけれども、昨年要望していま

したＳＮＳ等を活用して利用促進に努めたということは評価できると思います。ただです

ね、そういった努力とはまた裏腹にではないのですけども、利用頻度、稼働率も上がって

いるということなのですけれども、アンケートを拝見いたしますと利用頻度のところで、

初めてという方が３．３％、ほかは総じて毎月利用しているような方が６０％ぐらいいら

っしゃるのですよね。要は常連さんが多いということだと思うのですけれども、やはり稼

働率を上げるためには常に使っていただく人がいるというのは、すごくよいことだと思う

のですけれども、一方で新規利用者が伸びないのは、存在とか利用に関して知らないとい

うだけではなくて、何か新規者が使いづらい状況があるのではないかというところを改善

に向けて点検していただければなと思います。 

 要は、利用方法のルールにもよると思うのですけれども、早い者勝ちであったり、ある

いは抽選であったりで多分大分違うと思っていて、早い者勝ちとかですと、やはり時間が
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ある方とか、特定の常連の方が取りやすいことになってしまって、新規の方がなかなか取

れないということも考えられなくはないので、そういった利用者ルールに関しても、いま

一度ご確認いただければなと思いました。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、皆様からいただいた意見を統合しますと、災害等不利な条

件があったにも関わらず目標を達成したことは評価ができるということ。それから、災害

時に市と協力し、避難所運営に努めたことは評価できる。一方で、ＳＮＳ等の発信も評価

はできるのですけれども、更なる新規利用者開拓に向けて分析をして、予約の仕方とかを

含めて、何かできることがあれば改善といいましょうか、していただきたいという意見で

した。市の評価した、作成した年度評価案「Ｂ」というのは妥当ということで、よろしい

かなということです。 

 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

りますけれども、一部の資料は一般に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］ 

○小野寺部会長  それでは、傍聴人の方は退席されましたので、このまま続けさせてい

ただきます。 

 それでは、公認会計士である私のほうから、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。） 

 それでは、財務状況に関しての意見としましては、財政状態に特に問題はなく、経営成

績的にも増収で、減益ではあるものの利益も出ているということから、直ちに事業からの

撤退及び倒産するリスクは少ないと考えますということ。 

 それから、附帯的に市に要望することとして、この新型コロナの状況が今後も続くこと

が予想されますので、この決算書にかかわらず、現状の経営状況について指定管理者と密

に連絡を取って状況把握に努めてもらいたいということを附帯の意見とさせていただくこ

とになるかと存じますが、これを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、これからの会議については公開とします。 

 傍聴人の方を中にご案内してください。 
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［傍聴人 入室］ 

○小野寺部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市緑区鎌取コミュニティ

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ということになりますけれども、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。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、鎌取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、ご説明をさせていただきます。 

 資料の４、「指定管理者総合評価シート」をご覧ください。 

 まず、資料の１ページ目の「１ 基本情報」につきましては、年度評価シートと内容が

重複しておりますので省略をさせていただきます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」でございますが、評価対象期間の推移についてまとめて

おります。まず、「（１）施設稼働率（諸室）」でございますが、初年度より継続して市が設

定した数値目標であります４９．６％を達成しております。 

 次に、「（２）施設利用者数（体育館）」でございますが、こちらは平成２９年度を除きま

して、市が設定した数値目標であります２万３，５００人を達成しております。 

 なお、平成２９年度につきましては、体育館のつり天井落下対策工事のため、１２月か

ら３月までの４か月間、体育館を休館しておりましたので、数値目標を達成できなかった

ことはやむを得ないものと考えております。 

 また、諸室の施設稼働率、スポーツ施設の利用者数共に、令和元年度の実績値は過年度

に比べると減少しております。これにつきましては、昨年度の台風、大雨のなどの自然災

害、それから新型コロナウイルスの感染拡大の影響が関係しているものと考えております。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」といたしまして、「コミュニティ祭り

の参加人数」を掲げております。初年度より参加人数は年々増加しており、平成３０年度

には約９千人の方に来場をしていただき、盛況でございました。しかし、令和元年度は１

０月２５日の大雨直後の開催でございましたので、減少となったものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「３ 収支状況の推移」でございますが、表の「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、初年度より継続して黒字

となっております。 

 なお、平成２８年度については利益の還元がございました。これは指定管理委託料の額

が多かったこともございますが、平成２９年度のコミュニティセンターの利用方法の変更

によります諸室の高稼働率、また、体育館の利用者の増加が関係していると思われます。

また、自主事業につきましては、毎年度赤字となっておりますが、必須業務で利益を出し

ておりますので、総収支といたしましては黒字となっております。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「４ 管理運営状況の総合評価」についてでございます。評価につきましては、「参考資
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料７」の目安に沿って過去の年度評価を、結果を基に評価をしております。 

 評価といたしまして、事業計画書などに定めます水準、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た「Ｂ」評価の項目について、ご説明をいたします。 

 まず、評価項目「１ 成果指標の目標達成」についてでございますが、成果指標でござ

います「諸室の稼働率」は、平成２８年度が「Ｃ」評価、平成２９年度から３０年度の３

か年におきましては「Ｂ」評価となっております。また「体育館の利用者数」につきまし

ては、平成２８年度と令和元年度の２か年におきまして、「Ｂ」評価、２９年度は「Ｃ」評

価、３０年度は「Ａ」評価といたしております。 

 したがいまして、評価対象期間におきます当該評価項目の年度評価の半数以上が「Ａ」

または「Ｂ」でありましたので、結論としては「Ｂ」評価となったものでございます。稼

働率、利用者数については、平成２９年度の体育館の利用者数を除く全ての実績が、市が

設定しております最終年度の目標を上回る達成率であったことは高く評価ができるもので

ございます。 

 次に、「３ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」についてでございますが、平成２

８年度と令和元年度の２か年で「Ｂ」評価、２９年度と３０年度は「Ｃ」評価としており

ます。その内容でございますが、施設内全照明のＬＥＤ化を実施いたしまして、光熱費の

削減及び環境に配慮した取組みを行ったこと。また、３０年度に多発しました自然災害で

避難所の開設をした際は、受入体制を速やかに整え、避難者の受入対応を行ったこと。 

 以上の理由や評価対象期間におきます当該評価項目の年度評価の半数以上が「Ａ」また

は「Ｂ」でございましたので、「Ｂ」評価とさせていただきました。 

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

ましたので、「Ｃ」の評価といたしました。評価の具体的内容や理由につきましては、記載

のとおりでございます。 

 最後に総合評価でございますが、２８年度と平成３０年度の２か年におきまして「Ｃ」

評価、２９年度と令和元年度の２か年において「Ｂ」評価としております。したがいまし

て、評価対象期間におきます年度評価の総括評価の半数以上が「Ａ」または「Ｂ」であり

ましたので、「Ｂ」と評価をいたしました。 

 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」についてでございます。まず、「（１）指定管理者制度

導入効果の検証」につきましてですが。「当初見込んでいた結果が概ね達成できた」ものと

評価をいたしました。 

 この判断に至った理由でございますが。まず市民サービスの向上を図った施設の機能改

善や設備の増強等によりまして、施設稼働率、それから施設の利用者数につきまして、市

が設定している数値目標を達成し、多くの市民に利用をしていただいていると。また、市

内複数のコミュニティセンターの指定管理をしていることから、コミュニティセンター間

の連携、情報共有を図り、合同企画として福島の復興支援イベントの開催、東京五輪音頭

の普及活動を行うなど、新たな魅力ある自主事業の展開に努めたことなどによりまして、

施設の利用が促進されたこと。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」と判断をいたしました。 

 次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」につきましては、コミュニテ
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ィセンターの管理運営において、自主事業の収支が赤字でありますので、民間企業として

のノウハウを活用した魅力的な事業の企画、それから効果的な広報活動を図り、収支の黒

字化に努めることが必要であるというふうに考えております。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」につきましては、引き続き「指定管理者制

度を継続する」ことが妥当であると考えております。 

 鎌取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、千葉市緑区鎌取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

したけれども、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、その他改

善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。 

○鶴見委員  まず、指標についてなのですけれども、諸室の稼働率については４年とも

標準を上回っているということで、この点については評価できるだろうと思いますし、４

年間の平均についても目標の１．１倍を達成しているといったことから、大いに評価でき

るだろうと思います。 

 スポーツ施設につきましても、天井の改修はあったとしても、その年度を除いては達成

しておりますし、平均でもおおよそ１．１倍の目標を達成しているということからすれば、

指標という点では評価できるだろうと思います。 

 あと収支状況なのですけれども、自主事業が例年、４年間割と赤字であったということ

はあるのですけれども、総合的に見ますと４年とも黒字、総収支では黒字を達成しており

ますし、１年目では利益の還元を達成していることからしても、その点は評価できるだろ

うと思います。 

 総合的に考えますと、期待をやや上回る結果が出せたのかなというふうに思いますので、

市の総合評価「Ｂ」というのは妥当ではないかと思います。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 そのほか、ご意見ございますでしょうか。 

 私から意見を述べさせていただきますと、全く鶴見委員のおっしゃったとおり、私も思

います。もう数字で結果を出しているということは非常に高く評価すべきですし、また、

収支も何だかんだ黒字ということで非常にいいかなと思います。評価自体はそういう意味

で、これは機械的につけて「Ｂ」なので、これはもう妥当だと思いました。 

 評価はよいとしまして、指定管理者制度の導入の効果、課題等についてですけど、これ

先ほど矢野委員から、災害のときの対応が非常によかったという意見をいただきましたけ

ども、これ仮に指定管理者制度を取っていない施設だったら、この災害の避難所のときど

うなったのかなと逆に思うのですよね。そうすると、市の職員がたくさん張りついていて、

多分寝ないでやったのだと思うのですけど、そうすると役所の人も疲弊してしまって、果

たしてうまいサービスができたのかなと、ここに指定管理者が別にいてくれたことで、そ
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の辺の切替えも上手にできたのではないかなという気もしなくもないです。 

 制度自体はそれで特に問題もないと思うので、続けていいと思うのですけれども、今後

ですね。今、新型コロナもまだ第２波がこれから来るかもしれませんし、去年みたいな台

風、大雨で自然災害も来るかもしれません。そういったことで新しい生活様式ということ

で今、この会議もソーシャルディスタンスを取りながらやっていますし、そうはいっても

市民の文化的な生活のためにこういった施設というのは開けざるを得ない。逆に災害とか

のために地域のみんなが集まるようなところを保っておかなければいけないという意味で、

いろいろなリスクはあるのだけれども、やっていかなければいけないという時代になった

と思います。 

 そういう中で、今までやっていたような集客の仕方、自主事業のやり方というのも、も

しかしたら変えていかなければいけないのかもしれないですね。今までサービスというの

は結構、無料でというのもありましたけれども、逆に有料であっても有意義なものってあ

るかもしれないですし、そんなに接触しないでもできるようなイベントみたいな、そうい

ったものをもしかしたら考えていかなければいけないのかもしれないと思います。 

 ですので、市も含めて指定管理者も、自主事業だ利用促進だということについては、今

までにない新しい考え方で新年度を進めていっていただければというふうに思います。 

 ちょっと私の話は長くなりましたけど、あとそのほか、ご意見等ございますでしょうか。 

○矢野委員  今、検討しているこれは大体昨年度のものということで、今お話あったよ

うに昨年度の末から今年度にかけてはコロナウイルスの影響が、今度度のいろいろなもの

に、利用者だとか、あるいは、収益の問題だとか、いろいろなところに出てくるのではな

いかなというふうに思うのですけれども、あとは、人の対応についても、やっぱりコロナ

の影響というのはすごくあるのかなと。すみません、私、今、どこにあったか失念して、

探しあぐねているのですけれども、体育館が休館になるというようなことがここに書かれ

てありましたけれども、そのときに、大勢の人が、それにかこつけて、それでコロナの対

応、人が密になってしまって、対応がきちんとできなかったというような、そういうこと

が書かれている部分もありました。やはりこれからは、災害のときもそうですけども、思

わぬことが起こってくるかもしれない。 

 昨年度も私、言いましたけれども、防犯のこともありましたけども、いろいろなことが、

突発的なことが起こってくるということがあるということなので、やはり突発的なことが

あったときということを想定したような、そういう運営だとか、集まっている人たちのい

ろいろなものを守っていくというような面での運営のことだとか、あるいは、必要であれ

ば訓練をしておくとか、そういうことが、これから必要になってくるのではないかなとい

うふうに思いました。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 いろいろ考えていかなければいけないですよね。 

 ほかに、ご意見等ございますでしょうか。 

 お願いします。 

○長根委員  繰り返しになってしまうかもしれないのですけれども、先ほどの問題と、

矢野委員の意見に付け加える形で、私も、この話というのは次回の選定のときにお話しす

べきかと思っていたのですけども、やっぱりコロナ前とコロナ後で、コミュニティセンタ
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ーの在り方や役割というのも、全く変わってくるのではないかと私も思っています。 

 コミュニティセンターって基本的に集まって、密になるということを前提とした施設だ

と思うのですけれども、今後、向こう、もしかしたら１年、２年、そういうことをむしろ

避けなくてはいけないという状況を強いられる可能性があると。その場合、これまで、前

提としていたコミュニティセンターの事業とかも、抜本的に見直さなくてはいけないです

し、また、大変ですけれども、市の評価の方法というのもまるっきり変わってくると思う

ので、そういったことに向けた今後の方策というのも徐々に考えていかなくてはいけない

のかなとも思います。 

○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。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局のほう、意見の取りまとめをお願いします。 

 お待たせしました。 

 それでは、委員の皆様から、様々な意見を頂戴しましたけれども、それらを総合いたし

ますと、稼働率及び利用者については、評価しますと。また、収支も４年連続して黒字で

あるということから、評価しますと。それから、昨年度末から今年度にかけての新型コロ

ナの影響とか、イレギュラーな事柄にも対応する準備ができていたことを評価しますとい

うこと。 

 これらのことから、市の作成した総合評価、「Ｂ」というのは妥当ではないかということ。 

 そして、指定管理者制度の継続についても、今後も継続していくのが妥当であるという

こと。 

 それから、今後の在り方についてですけれども、コミュニティセンター自体、今後の災

害とか、新型コロナの状況も踏まえて、在り方自体もちょっと考えていかなければいけな

いという必要があるということ。また、市の指定管理者の評価自体もそれに合わせて見直

す必要があるのではないかということを付け加えさせていただきたいと思います。 

 あとは、新しい生活様式に合わせた運営も模索してほしいということを付け加えさせて

いただくという判定でしょうか。 

 以上ですけれども、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て、千葉市緑区鎌取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は本部会としての意見を取りまとめてい

くことになりますけれども、詳細については、私と事務局で調整するということでご了解

いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、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。 

 それでは次に、千葉市土気あすみが丘プラザの年度評価及び総合評価に移ります。 

 まず、千葉市土気あすみが丘プラザの年度評価を行います。事務局から説明をお願いし

ます。 
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○久我地域づくり支援室長  それでは、千葉市土気あすみが丘プラザに係ります、令和

元年度の年度評価についてご説明をいたします。 

 資料の５－１をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」についてですが、これについては、鎌取

コミュニティセンターと同様のため、説明を省略させていただきます。数値目標といたし

ましては、ご覧のとおり、それぞれ、指定期間の最終年度及び各年度の目標を設定した上

で、管理運営を行っております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、指定管理者は、ＡＮＡスカイビル

サービス株式会社、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」についてでございます。 

 あすみが丘プラザは、平成３０年に実施をいたしました大規模改修工事によりまして、

令和元年の４月２０日から再開となりました。したがいまして、報告いたします実績につ

きましては、４月１日から１９日までを除く期間の実績値となっております。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」につきまして、諸室の施設稼働率は、

括弧書きの部分でございますが、市設定の目標であります４４．６％に対して、実績値は

３４．５％でございまして、達成率は７７．４％となっております。スポーツ施設でござ

います体育館の利用者数は、市の設定目標であります、２万４，５００人に対しまして、

実績は、２万７５０人となっておりまして、達成率は８４．７％でございます。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」といたしまして、「プラザまつりの参加人数」

を掲げております。プラザまつりは、１１月２３日・２４日の２日間に行われまして、来

場者は約７，５００人でございました。多くの近隣の住民の方にお越しいただきまして、

盛況でございました。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「４ 収支状況」についてでございます。 

 「（１）必須業務収支状況」についてでございますが、収入の合計が６，０８２万６千円、

支出額合計が６，５５１万円でございまして、収支の決算額は４６８万４千円のマイナス

となっております。 

 続きまして、収入・支出項目の中で、実績と計画の差額が１００万円以上の項目につい

て説明をいたします。 

 まず、「収入」については、「指定管理料」に２３万円のプラスが発生しております。実

績と計画の差額が１００万円以上ではございませんけれども、特殊事情ですので、説明を

させていただきます。 

 鎌取コミュニティセンターと同様に、主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大によ

り、体育館の休館、それから諸室の利用制限をいたしましたので、市が定めた基準により、

利用料金減収に伴う指定管理料を増額したものでございます。 

 次に、「その他収入」に２６万８千円のプラスが発生しております。こちらも鎌取コミュ

ニティセンターと同様に、主な要因は、昨年発生した台風１５号・１９号及び１０月２５

日の大雨により、避難所の開設や施設の休館を行いましたので、それに伴う利用料金の減

収や光熱費等の経費を補償したものでございます。 
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 続きまして、「支出」の項目につきましては、「人件費」に７１０万９千円のプラスが発

生しております。主な要因でございますが、特別一時金を支給したこと、及びパート職員

１名を減らしまして、正規職員を１名増員したことによるものでございます。 

 次に「管理費」に、３１１万４千円のマイナスが発生しております。主な要因でござい

ますが、大規模改修工事により、設備機器の故障や、電球などの消耗品の購入が減少した

ことによるものでございます。 

 なお、本社費・共通費のにつきましては、「本社経費」としては、事業費のうち、人件費、

委託費及び諸経費の合計額の１０．５％以内を「販売管理費」として積算しております。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」についてでございます。収入の合計は、１８万６千円、支出

額の合計が、２９万円でございまして、収支の決算額は、１０万４千円のマイナスとなっ

ております。 

 最終的に、必須業務と自主事業を合わせた総収入は６，１０１万２千円でございまして、

総支出が６，５８０万円で、収支は、４７８万８千円のマイナスとなっております。 

 したがいまして、総収入額の１０％を超える余剰金が生じなかったため、利益の還元は

ございませんでした。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」についてでございます。 

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、諸室の施設稼働率は、市が

設定した数値目標４４．６％に対しまして、実績は３４．５％、達成率は７７．４％のた

め、下の点線の中に記載された評価の基準に沿って評価いたしますと、「Ｄ」評価となりま

す。しかし、特記事項に記載してありますとおり、大規模改修工事の影響、さらに、台風

１５号・１９号や１０月２５日の大雨、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などを踏ま

えまして、総合的に判断し、「Ｃ」の評価といたしました。 

 次に、体育館の利用者数につきましては、市設定の目標２万４，５００人に対しまして、

実績が２万７５０人、達成率は８４．７％のため、評価の基準に沿って評価をいたします

と、「Ｄ」評価となります。こちらも諸室と同様に、大規模改修工事や台風等の災害、コロ

ナウイルスの影響なども踏まえまして総合的に判断し、「Ｃ」の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」についてですが、市の指定管理料支出の削減に

ついて、選定時の提案額５，３８５万９千円に対して、令和元年度指定管理料は５，３４

３万円、約０．８％の削減であり、選定時の提案額と同額または５％の削減でありますの

で、「Ｃ」の評価といたしました。 

 次に、「（３）管理運営の履行状況」についてでございます。 

 年度内に２回実施いたしました資料５－３「モニタリングレポート」の各項目の結果を、

資料５－２「評価シート補足資料」に転記をいたしまして、七つの分野ごとの平均値を算

出し、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で市によります評価を行っております。 

 市の評価といたしまして、管理運営の基準・事業計画書等に定めます水準を上回り、優

れた管理運営が行われていた「Ｂ」評価の項目について、ご説明をいたします。 

 まず、評価項目「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」につきましては、モニ

タリングの結果を「評価の目安」に当てはめますと、「Ｃ」評価となりますが、市といたし
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ましては「Ｂ」の評価としております。 

 資料の５－２「評価シート補足資料」の１ページ目をご覧ください。 

 一番下の「年間の点数の平均値」は０となっております。この数値を「評価の目安」に

照らしますと、「Ｃ」となりますが、これを「Ｂ」の評価に修正をいたしました。修正の理

由は、一番右の特記事項に記載しておりますが、昨年緑区を襲いました台風、それから大

雨によりまして、避難所を開設をした際、市の指示に柔軟に対応していただき、受入体制

を速やかに整え、避難者の受入対応を行ったことを高く評価し、「Ｂ」としたものでござい

ます。 

 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「（３）施設における事業の実施」について

も、「Ｂ」の評価としています。こちらは、「評価の目安」に沿った評価でございまして、

特記事項に記載しておりますが、自主事業について、子育て講演会や終活セミナー、婚活

イベントなど、あらゆる世代や性別の方が参加できる事業を企画し、魅力ある自主事業の

実施に努めたこと、また、市からの受託事業や自主事業とは別に、各サークル団体との協

力事業として、ロビーを活用した演奏会、コンサート、作品の展示などを実施し、施設利

用の促進を図ったこと等を高く評価し、「Ｂ」評価としたものでございます。 

 そのほかの評価項目については、おおむね管理運営の基準等に定める水準どおりの管理

運営が行われていたと評価いたしまして、「Ｃ」といたしました。なお、特記事項には、評

価に当たってのポイントを記載しております。 

 続きまして、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緑区役所部会意見を踏まえた対応」についてで

すが、平成２９年度評価につきましては資料に記載したとおりでございます。 

 また、３０年度の評価については、昨年度開催された緑区の区役所部会において、二つ

の意見をいただいております。 

 一つ目は、「大規模改修工事の影響で、２か月のみの稼働であったため、施設の稼働率、

利用者数等について、市が設定している最終年度の数値目標を達成できなかったことは、

やむを得ないと。更に改善の余地がある。収支状況の黒字化は、評価できるため、今後と

も数値目標達成や利益の還元が得られるよう努められたい。」との意見に対しましては、大

規模改修工事で長期間閉館したことにより、利用者の減少が予想されたため、プラザだよ

りを地元の周辺自治会へ配布し、自主事業の参加促進や諸室・体育館の利用促進を図った

ものでございます。 

 ほかに、イベントの際には、参加者が諸室を気軽に利用していただけるよう利用方法等

について説明するなど、施設の利用率の向上に向けて努力したとのことでございます。 

 ２点目、「休館中に防犯カメラの設置やＷｉ－Ｆｉの設置をするなどして、市民のニーズ

に応える設備の増強ができたことは評価できる。今後とも利用者サービスの向上に努めら

れたい。」とのご意見に対しては、フリーＷｉ－Ｆｉを設置したこと、また、防犯カメラを

駐車場とロビーに２機ずつ設置したことにより、施設の警備が強化された、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」についてでございます。調査は、年２回、

８月と１月に、全利用者を対象に実施をしております。調査の結果は、おおむねよいとの
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評価になっております。 

 続いて、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」につきましては、利用者か

らのご意見を記載しております。 

 「駐車場の利用に関して、駐車可能数が少なく、すぐに駐車場が埋まってしまうため、

駐車場を増やしてほしい。」とのご要望に対する対応ですが、混雑時には、施設の職員によ

る誘導を行い、混雑緩和や事故防止を図るとともに、駐車場に防犯カメラを設置し、不正

駐車の監視に努めております。 

 最後に、「７ 総括」についてでございます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」としては、駐車場が少ないことが以前から課題であ

ったため、混雑を緩和させるために従業員一同で混雑時に誘導を実施し、市へは満車時間

と誘導の時間、誘導実施者の報告を開始した。駐車待ちの利用者へ誘導を実施し、今後も

誘導をお願いしたいとの声が多くあり、評価も高く、今後も継続したいとのことでござい

ます。 

 また、自主事業では、年齢や性別を問わず参加しやすいイベントを多く実施し、ボッチ

ャ体験会や綿菓子販売など、新規の事業も行った。利用者を増やす努力として、自治会へ

広報誌を配布したり、ホームページへの更新頻度を増やす努力をし、９月以降の利用率の

上昇が見られた。 

 また、台風１５号、１９号の際は、避難所の開設をし、避難された方への気配りでお褒

めのお言葉をいただいたり、大雨被害では職員による迅速な処置により、施設利用への影

響は最小限に抑えられた。 

 以上の理由により、自己評価は「Ｂ」となっております。 

 続きまして、「（２）市による評価」についてございますが、まず、管理運営による成果・

実績につきましては、資料５－１の３ページから４ページに記載されております、市の評

価全１０項目について、「Ｂ」の評価が二つ、「Ｃ」の評価が八つとなっております。 

 参考資料６の裏面をご覧ください。 

 これを「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」ものに該当いたしますので、市の総括評価としては「Ｂ」

というふうに評価をしております。 

 所見を説明させていただきます。 

 管理運営による成果・実績といたしましては、施設稼働率（諸室）、さらに利用者数、こ

れについては体育館ですね。これについて、市が設定している数値目標を達成することは

できなかったものの、本年度は、前年からの大規模改修工事に伴い、４月２０日から利用

開始となり、長期間閉館していたことによる利用者の減少が甚だしかったこと、それに加

えて、自然災害、さらには新型コロナウイルスの感染拡大があったこと等を踏まえて、総

合的に判断し、評価をいたしました。 

 また、次に、管理運営の履行状況として、プラザだよりを地元の周辺自治会へ配布した

り、ホームページでの広報を積極的に行い、自主事業の参加促進、諸室・体育館の利用促

進を図ったこと。 

 また、市からの受託事業、自主事業とは別に、各サークル団体との協力事業を積極的に
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行い、施設利用の促進に努めたこと。さらに、特記事項といたしましては、これは、鎌取

コミュニティセンターと同様でありますが、本年度は自然災害が非常に多く、特に緑区に

ついては、被害が大きかったということで、避難所も開設をした際、多くの避難者が来所

した。これについて、受入体制を速やかに整え、市職員と協力して避難所の運営に尽力し

たこと。こういったことを踏まえまして、総合的に判断した結果、市が指定管理者に求め

る水準等を上回る、優れた管理運営が行われていたと判断し、「Ｂ」というふうに評価をし

たものでございます。 

 あすみが丘プラザに関する令和元年度の年度評価シートの説明については、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、土気あすみが丘プラザの年度評価につき

まして「評価案」が示されました。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。 

○鶴見委員  こちらにつきましては、まず、成果指標なのですけれども、諸室について

も、スポーツ施設についても、いずれも数値目標以下であるということで、前年度の長期

の休館の影響を回復できなかったというところは指摘できるかなというふうに思います。 

 また、収入につきましても、赤字になっておりますので、前年は黒字でしたので、ちょ

っとここについては改善の余地があろうかというふうに思います。 

 総合評価なのですけれども、先ほどの鎌取と同じ「Ｂ」なのですが、鎌取と比べるとや

や劣るかなという気がしますけれども、市の指摘する災害時の対応という点を加味すると、

辛うじて「Ｂ」かなと。やや「Ｃ」に近い「Ｂ」なのかなという感じはいたしますけれど

も、「Ｂ」でもおかしくはないだろうという程度の意見かなというふうには思います。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかの方、いかがでしょうか。お願いします。 

○長根委員  私もほぼ同様な意見なのですけれども、土気って場所的にもちょっと鎌取

に比べると不便な点もありますので、まあ致し方ないと言ってしまったらあれですけれど

も、考慮すべき点があるのかなと。それへ補うかのようにではないのですけども、今回、

災害も続きまして、そういったときに非常に心強い対応をしてくださったりということで、

各論ではちょっと見劣りするなというところもありますけれども、総合論的には、妥当な

評価ではないかと思います。 

○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。どうぞ。 

○矢野委員  私は、実は、このあすみが丘プラザのすぐ近くにいる者なのですけれども、

昨年、年度始まって稼働できなかったのは、１か月もなかったわけですよね。足らずです

よね。ですから、施設稼働率とか、施設利用者数とかが、これ、正規のあれでいくと、「Ｄ」

に当たるくらいの、かなり数としては厳しいものであったのではないかなというふうに思

うのですね。そういう点ですると、ちょっと「Ｂ」というのはかなり甘いのかなという感

じが私はしました。 
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 しかし、私は、ここのあすみが丘プラザのとってもいいところは、自主事業なのですけ

ども、とってもユニークで、いろいろな年代の方がいろいろな形で参加できるようなもの

が設定されていて、子育て講演会とか、終活セミナーとか、婚活イベントとか、あと、ア

ンケートで見ると婚活に当たりそうな２０代とか、３０代という人なんかは、このアンケ

ートに答えた人でしょうけれども、２％だとか、５％だとか、８％とか、そのぐらいの２

０代、３０代、４０代の人が、人数は少ないですけれども、でもそういう人にもちゃんと

ターゲットを設けて、その方々にこうやっていろいろな活動を、あるいは終活セミナーな

んていうのもすごく面白いなというように思いますし、そういうユニークな活動をたくさ

んしているということについては、ここのあすみが丘プラザというのは、大いに評価され

ていいものだなというようには私は思っております。数的にはちょっとかなり厳しいけれ

ども、内容的には大いに評価したいなというようには思っています。 

 以上です。 

○小野寺部会長  お願いします。 

○田辺委員  私も、矢野委員さんと同じで、３ページのところで、本来「Ｄ」評価を、

やはりそういう、イレギュラーなことに対する対応がよかったということを加味して「Ｃ」

になさったというお話があったと思います。で、最後に全体の評価をするときに、「Ｄ」か

ら「Ｃ」になって、結局「Ｄ」から「Ｂ」になったのかしらって思わないでもないのです

ね。私は、災害とかコロナとか、そういうことに対して、特段のよい行いをしたというと

きの加味の仕方というのがどういうふうになっているのかな、千葉市の中でみんな同じよ

うな基準になっているのかなと少し疑問に思うところがあるのですけれども、ただ、市が、

このシートを作成して、７番の総括のように提案をしますという、今そういう状況にある

ということは、市が全体を見て、そういうふうに、あすみが丘の状況を見ているのだなと

いうふうに判断して、私は妥当かなとは思いました。 

○小野寺部会長  じゃあもう一回お願いします。 

○矢野委員  今の災害時のことなのですけども、私は、あすみが丘プラザが近いので、

あすみが丘プラザの避難所の運営委員会の立ち上げのときに、ここのくらし安心室の方々

と一緒に関わって、立ち上げてやったことがあるのですけれども、やっぱりそういう災害

時に向けては、地域の自治会の方々と、会議を何回ももって、それで実際に立ち上げるま

でも何回も会議をもって、それから、実際に立ち上げてからも、年間に何回か会議をもっ

て、それから実際に訓練をあすみが丘プラザについては、訓練を行って、そういうときに

備えているのですね。ですから、ここには何行かで、このように対応しましたということ

が書いてあるけれども、ここに向かって、私は鎌取のほうはちょっとよく分かりませんけ

れども、あすみが丘プラザに関しては、そういうかなり努力をされて、ここに表れていな

いような努力をされて、それで対応している、多分、鎌取ほどの人数は、私の実感として

はきっと来ていないと思いますけれども、それでも、いざというときに備えて、ちゃんと

対応していただいているというのは、ちょっと甘いというようなこともありますけれども、

日頃からの努力をやっぱり加味していただいてもいいのではないかなというようには思い

ます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ちょっと私のほうから、まずちょっと事務局に質問したいところがあるのですけれども、
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資料５－１、２ページの「（１）必須業務収支状況」の「イ 支出」のところ、２ページの

真ん中辺ですね。人件費の差異の説明が書いてあります。人件費が７１０万９千円多かっ

たということの説明に対して、特別一時金の支給、パート職員１名の減、正規職員の１名

増によるものと。これ、読むとパートが辞めたから、正社員を充てざるを得なくて増えた

部分と、特別一時金の支給、正社員だから何か、ボーナスのことなのか、この短い文章だ

と正しい状況が理解できないのですけれども、ちょっと補足で説明できることがあれば、

お願いできますか。 

○久我地域づくり支援室長  まず、こちらに記載しております特別一時金についてでご

ざいますが、これにつきましては、ＡＮＡスカイビルサービス株式会社の本社の方針だと

いうことでございますが、本社の前年度の利益が出た場合に、その利益をそちらの全職員

に還元するというそういった方針だということでございまして、それに対する期末賞与、

この部分が、今こちらに書いております特別一時金というものだそうでございます。 

 さらに、パート職員の件でございますが、パート職員を１名減らしまして、正規職員を

増やしたということでございますが、パート職員については、６時間勤務ということで、

正規職員については、８時間という勤務状況でございます。なお、体育館の受付の対応、

それから入替えの作業をしてもらうということにも、こちらの対応で正規職員としての雇

用のほうが適正であるということで、こちらのほうの雇用を正規職員に入れ替えるという

ふうに聞いております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 今、説明をいただいて、じゃあ状況は理解しました。 

 ただ、それは理解した上で、でも何となく腑に落ちないところもありますね。業績がよ

かったから会社としては、全員に臨時ボーナスをあげますよと。だけど、この指定管理の

ほうの業務の人件費のところにそれが、予算を超えて乗っかってくる、それがゆえに、市

への利益還元もちょっと遠くなるみたいなのは、ちょっと解せない部分もあります。 

 ただ、説明としては、理解できますし、会社と労働者との契約からしても、そうならざ

るを得ないというのも理解するので、ちょっと苦しいところではありますが、ちょっと納

得しづらい部分もあるというのが感想です。 

 で、それからもう一つ、ちょっと繰り返しになってしまいますけれども、３ページのほ

う、同じ資料５－１ですね。３ページの「５ 管理運営状況の評価」、これ市の評価、先ほ

ど来、ほかの委員の皆様からもこれに関して、いろいろ感想ありましたけれども、要はこ

れ定量的に見たら、「Ｄ」という評価なのだけれども、その理由というのは、ちょっと閉館

している時期もあったのと、台風と大雨、新型コロナによる閉鎖があったから、それを考

慮して、げたをはかせて、「Ｃ」だよと、平たく言うとそういうことだと思うのですけれど、

このげたの高さが妥当なのかというところが、ちょっと我々委員には理解が十分できない

ので、数量的に、そのげたの高さが合ってるのかということの補足の説明っていただくこ

とはできますか。 

 要は何日休んだから何人分足したとか、そういった定量的なことってあったのでしょう

か。なければないでも結構です。 

○久我地域づくり支援室長  申し訳ございません。これにつきましては、定量的に何日
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間という、そういった数値の基準はございませんで、極端に言いますと、感覚的なものと

いいますか、そのあたりでコロナウイルスであるとか、災害面、そのあたりを勘案して、

「Ｄ」というのは、ちょっと厳しいのかなと、事務局の考えではあるのですが、おおむね、

市の求める基準は達成できているのではないかと、そういったところで「Ｃ」にさせてい

ただいたというところでございます。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 そういう意味では、市も含めて我々委員も、何となく同じような気持ちですよね。本当

はちょっと遠いのかもしれないけれども、今回は事態が事態だっただけに、やっぱりやっ

てくれたことに対しては、感謝をしています、ということで、それ、数字を積み上げたわ

けではないけれども、「Ｄ」よりは「Ｃ」じゃないかという、そういう判断だったと理解し

ます。それに関しては、私的にも理解しますので、この「Ｄ」だったところを「Ｃ」に上

げたことについては、妥当だと思いました。 

 あとは、そういう意味で、評価としては市の評価は妥当ではないかと私は考えますし、

それから、さっきの施設と同じようですけれども、これからも新型コロナの影響で新しい

生活様式になっていくわけで、やる実施事業とかも今までも違ったことが求められると思

いますので、引き続き、利用者を増やすことをお願いしたいのですけれども、やり方につ

いても、今までと違ったことを考えてくれるように、事業者にはお願いしたいですし、市

のほうとしても、協力できることがあれば指定管理者のほうと連携を取って新しい方向で

利用の促進を進めていっていただければと思いました。 

 あと、ほかに言い残したこととかありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○田辺委員  すみません、会計士さんとして聞きたいのですけれども、例えば、３２年

度の収支予算書というのは、いつ頃作るものなのですか。 

○小野寺部会長  ３月末など年度が始まる前ですよね。４月１日から始まる年度だった

らそれより前に作って承認しておくべきものです。 

○田辺委員  その、承認までかかる期間というのはどれくらいなのですか。 

○小野寺部会長  どの期間で決定するかと。 

○田辺委員  誰が作って、これでいきたいのですよということを市に出すのですか。 

○小野寺部会長  それはちょっと分かんないですね。 

○田辺委員  ２月はコロナかなみたいな時期だったではないですか。だから、３２年度

も収支予算書にそういうことが盛り込まれているのでしょうか。 

○小野寺部会長  盛り込まれていない可能性があると。 

○田辺委員  それだと若干厳しそう 

○小野寺部会長  だとしても、事態が事態なので、お互い話し合って、もうちょっと低

いので入れてもいいかもしれないですけれども。 

○田辺委員  市の方から説明のあった年度評価ではないですけれど、さっきみたいに加

算されてきましたよね。そういうものがあるとちょこっと、評価しづらいですよね。 

○小野寺部会長  そうですね、解せない。ただ、その加算というのは多分、そっちのほ

うはきちんと積算しているのだと思いますけれども。閉館していた日数に、多分値段を掛

けて、そこはちゃんとお金の計算をやっているのだと思いますけれども、そういう理解で
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いいですか。 

○久我地域づくり支援室長  今、田辺委員さんからご質問あった件なのですが、年度当

初の計画として、予算に関しましては、今ご質問あったとおり、コロナに関しては特に勘

案したものではございませんので、最終的に、結果として、恐らく、例えば利用者数とか、

稼働率もですね、落ちると思うのです。それについては小野寺部会長から話がありました

とおり、一定の基準で市が補填する。例えば閉館しているだとか、利用制限かけますと、

その分、やっぱり人が減りますので、そのあたりは市のほうで指定管理料を増やすとか、

あるいは補償するとか、そういった形で対応するようになっております。 

 やはり４月前に、事業計画といいますか、収支計画といいますか、そちらのほうを決定

してしまっておりますので、そこでちょっとコロナによります利用者数の減だとか、その

あたりで見通せない部分がございますので、現時点において、令和２年度はそういった形

になっておりますので、令和３年については、そのあたりも勘案した形で、恐らく提案も

含めて、なっていくのではないかなと。新しい生活様式とか、そういったものも書かれて、

今、例えばコミュニティセンターですと、定員の半分まで、そういった形で動かしている

のです。なので、マックスで貸すということは、恐らく当面は、ないのかなというふうに

今考えております。 

○田辺委員  稼働はあるにしてもですよね。 

○久我地域づくり支援室長  そうですね。そのような状況でございます。 

○小野寺部会長  今の話、本当に難しいですよね。 

 ちょっとここは余談です。例えば、これにではなくて、何とか給付金だとか、助成金だ

とか、人がもらえるもの、事業者がもらえるものもありますけれども、あれも、ある意味

不公平なのですよね。要件が当たる、当たらないというのを一律に決めないと速やかに給

付できなくなってくる。それに比べれば、まだ市の指定管理者だから、そこはもうちょっ

と柔軟にはきちんとできるとは思うのですけれども、あるいは思いたいと。 

○田辺委員  はい。あと、なんでしたっけ、次の期に選定しなくてはいけないではない

ですか。そこの方に関わってくることですよね。 

○久我地域づくり支援室長  そうですね。提案の中で、どのようにしていくか、恐らく

今の定員のまま、募集するのかというところも含めて、ちょっと提案書どおりにするかと

いうのは、課題としてあると思います。 

○小野寺部会長  それでは、今、皆様からいただいた意見を総合しますと、まずは、評

価については、先ほど説明があったように、ちょっと定量的なところではないのですけれ

ども、今回の事態というのを、この重要性からして、ちょっと引きあげた分も含めて、年

度評価としては、「Ｂ」ということで、妥当であるということ。 

 そして、意見としては、成果の指標が未達成であったり、収支の赤字の改善が必要とい

うこと。それから、やはり鎌取に比べると不利な部分はありますけれども、災害対応とか

で、総合的に評価できるということ。それから、更なる利用者増に向けた健闘・努力をお

願いしたい等々ございました。 

 あと、成果目標を達成できていないものの、不利な要素も多かった中で、災害対応等の

評価をしましたということでした。 

 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。 
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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］ 

○小野寺部会長  傍聴人の方、退席されましたので、このまま続けたいと思います。 

 それでは、公認会計士である私から、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、財務状況の意見としましては、経営成績としては増収・増

益で、財務内容も良好であるということから、この時点で、計算書を見る限りにおいては、

直ちに倒産・撤退するリスクは少ないと考えます。 

 ただ、附帯の意見としましては、当社、ＡＮＡグループ向けの売上げが非常に多くの割

合を占めており、今後のＡＮＡグループ自体の経営に左右される可能性というのが非常に

大きいので、市におかれましては、運営について指定管理者と連絡を密にして、経営状態

の把握をすること等に努めていただきたいということになるかと思います。これを本部会

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、これからの会議については公開とします。 

 傍聴人の方、中にご案内してください。 

［傍聴人 入室］ 

○小野寺部会長  それでは、再開します。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市土気あすみが丘プラザの指定管理者の行

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いたします。 

○久我地域づくり支援室長  それでは、土気あすみが丘プラザ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、１ページの「１ 基本情報」でございますが、これについては、年度評価シート
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と内容が重複しておりますので、省略をさせていただきます。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」でございますが、評価対象期間の推移について取りまと

めております。 

 まず、「（１）施設稼働率（諸室）」ですが、平成２９年度のみ、市が設定した数値目標で

ございます、４４.６％を達成しています。これは、平成２９年度に会議室３、音楽室及び

集会室の環境整備を行った結果、利便性の向上を図ったことによるものでございます。 

 初年度から平成２９年度にかけて、稼働率が上がってきたところでございましたが、平

成３０年度の大規模改修工事による長期の閉館や、令和元年度の自然災害、新型コロナウ

イルスの感染症拡大によります利用者の減少が影響し、平成３０年度・令和元年度におい

ては数値目標を達成することができませんでした。 

 次に、「（２）施設利用者数（体育館）」でございますが、こちらは初年度、及び平成２９

年度は、市が設定した目標値であります２万４，５００人を達成しておりますが、やはり

平成３０年度・令和元年度においては目標を達成することができませんでした。 

諸室の施設稼働率・スポーツ施設の利用者数共に、大規模改修工事や、災害、コロナウ

イルスの影響が関係しているため、市が設定した目標を達成できなかったことはやむを得

ないものと考えております。 

 次に、「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、「プラザ祭りの参加人数」を

掲げております。３０年度は大規模改修工事で閉館しておりましたので、開催できません

でしたが、初年度から参加人数は年々増加しておりまして、令和元年度には最も多く、約

７，５００人の方に来場をいただきました。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 「３ 収支状況の推移」でございます。表の「総収支」という項目をご覧ください。 

 必須業務の収支、それから自主事業の収支の合計が総収支となりますが、初年度から継

続して黒字となっておりました。しかし、令和元年度は、赤字となっております。これは、

大規模改修工事、それから災害、コロナの影響によりまして、利用者が減少し、利用料金

収入が少なかったことに加えまして、人件費の支出が多かったためでございます。 

 また、自主事業につきましては、毎年度赤字となっておりますが、令和元年度を除く３

か年では、必須業務で利益を出しておりますので、総収支としては、黒字となっておりま

す。 

 なお、利益の還元はございませんでした。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 「４ 管理運営状況の総合評価」についてでございます。評価については、参考資料７

「評価の目安」に沿って、過去の年度評価結果を基に、最終的な評価を行っております。 

 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ご説明をいたします。 

 評価項目「５ 施設の効用の発揮」の「（３）施設における事業の実施」についてでござ

いますが、２８年度と３０年度の２か年で「Ｃ」の評価、また、２９年度と令和元年度は

「Ｂ」の評価となっております。 

 その内容でございますが、自主事業について、あらゆる世代、性別の方が参加できる魅

力ある自主事業の実施に努めたこと。 
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 また、市からの受託事業や自主事業とは別に、各サークル団体との協力事業を積極的に

行い、施設利用の促進に努めたこと。 

 以上の理由や、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」の評価といたしました。 

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

め、「Ｃ」の評価としたものでございます。 

 評価の具体的内容や理由については記載のとおりです。 

 最後に総合評価についてでございますが、平成２８年度と平成３０年度の２か年で「Ｃ」

の評価、また、平成２９年度と令和元年度は「Ｂ」の評価としております。したがって評

価対象期間における年度評価の総括評価の半数以上が「Ａ」または「Ｂ」でございました

ので、最終的な評価は「Ｂ」という評価となっております。 

 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」についてでございます。 

 まず、「（１）指定管理者制度導入効果の検証」についてでございますが、「当初見込んで

いた結果がおおむね達成できた」ものと評価をいたしました。 

 この判断に至った理由でございますが、まず、大規模改修工事や新型コロナウイルスの

感染症拡大による影響を受け、施設の稼働率、それから体育館等の施設利用者数ともに、

市が設定している数値目標は達成できなかったものの、影響を受けなかった年度について

は、数値目標を達成し、多くの市民に利用していただいたこと。 

 また、諸室の機能向上や環境整備、施設内の設備の増強等を実施したことにより、利用

者サービスが向上したこと。 

 また、地元の学校と協力した音楽イベントの開催、サークル団体との協力事業を積極的

に行い、地域に密着した魅力ある自主事業の実施に努めたこと等により、施設の利用が促

進されたこと。 

 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おおむね達成できた」と判断

をいたしました。 

 次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」については、鎌取コミュニテ

ィセンターと同様に、自主事業の収支が赤字であることから、民間企業としてのノウハウ

を活用した魅力的な事業の企画、効果的な広報活動を図り、収支の黒字化に努めることが

必要であると考えております。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」につきましては、こちらの「指定管理者制

度を継続する」ことが妥当であるというふうに考えております。 

 以上、あすみが丘プラザ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、千葉市土気あすみが丘プラザの総合評価

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。 

 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、

指定管理者制度の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。 
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 ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

 どうぞ。 

○鶴見委員  ４年間の評価というものになると思うのですが、まず、指標を見ますと、

施設稼働率については、平成２９年以外は、３年は達成できなかったというふうにありま

すし、４年間の平均でも９３％ですので、達成できなかったことになるかと思います。 

 施設利用者数は、それに比べると、２８、２９年は達成できているのですが、やはり３

０年度の影響が大きくて、目標が総合的には達成できていないという状況かと思います。 

 収支の状況ですけれども、３年間は黒字なのですが、令和元年の赤字が大きくて、総合

的にはマイナスとなっているというところもちょっと問題だなというふうに思います。 

 やはりこのような状況を見ますと、先ほどの鎌取に比べると状況としては、評価として

は劣るのかなというふうに考えられるのですけれども、これも先ほどと同じように、平成

３０年度の体育館の改修があったことと、災害対応という点を加味して、「Ｃ」寄りだけど

も「Ｂ」でも仕方ないかなという感想になります。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

○長根委員  先ほど田辺委員も前の評価のところで言っていたと思うのですけど、こう

いったのは、不可抗力というか、自然災害だとか、に対しての対応とか、そういったもの

を含めて総合的にこの評価だというふうにしてらっしゃるのですけども、ちょっと多分、

ほかの方からすると、ちょっと分かりづらいというか、この「Ｃ」がなんで「Ｂ」なのと

いう批判は免れない気もするので、今後、評価の仕方としては、不可抗力、そういったこ

とが起きた場合に、別立てでこういったときは、こういう加点をしますよ、みたいなそう

いう指標があったほうが説明もしやすいのかなと思います。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。何か考えなければいけないですよね。 

 ほかにございますでしょうか。お願いします。 

○田辺委員  先ほどの年度のところで、人件費が７００万円でしたっけ。 

○小野寺部会長  ７００万円 

○田辺委員  そこが納得がいかないってのは、私もはじめからそう思ってまして、それ

が、社内の規則でそうなっていたということでしたけれども、さっきのＡＮＡのほうのい

ろいろな経済状況とかを見ていたら、その中でたしか、そういう一時金支払いがあったと

書いてあったので、そちらでするべきではなかったのかなと私も。小野寺さんの言われた

ことが妥当かなと思ったのですね。この総合評価という言葉って数字だけではないってこ

と、よく分かりましたので、逆にその観点からいきますと、令和元年度のマイナス４６８

万という収支を出して、その理由というものが、人件費がありましたとおっしゃっていま

したので、収入も減っているからということも、利用料も減っているということもおっし

ゃいましたけれども、特段の理由の中にその人件費というところが入っているのは、当初

の千葉市とＡＮＡとの５年間の契約の中で、そういうことは多分ないようなほうだから千

葉市がＡＮＡと契約をしたのではないかなと私は思いますので、突然こういうことを５年

間の中でなさるという、総合的に数字ではなくて、心情的にいかがなものかなとは思いま

す。 
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 なので、皆さん大体、「Ｃ」に近い「Ｂ」というようなお考えは、４年間で、「Ｃ」、「Ｃ」、

「Ｂ」、「Ｂ」だから「Ｂ」というようにおっしゃいましたけれども、こうなると、先ほど

年度評価のところを「Ｃ」にしていた場合だったらば、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｂ」、「Ｃ」で、ここ

は「Ｃ」になるというところですよね。だから、本当に数値的にはできないということと、

やはり当初、この５か年計画の中で、こんなにイレギュラーなことが起きるってことを想

定していない内容の多分、契約をなさったってことを思うと、市がやっぱり、市が考えて

考えて「Ｂ」になさったのですから、私もでは「Ｂ」でいいですって言うしかないなと思

います。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 じゃあちょっと私から。私も、先ほどからの議論のとおりで、総合評価ですので、機械

的に「Ｂ」と出てしまうのは、もう過去の年度評価の集計だから、これは計算上そうなら

ざるを得ないので、ちょっと腑に落ちない部分もあるけれども、計算上は合っているので、

妥当かなというふうに判断します。 

 一方で、もうちょっと資料を見ながらいきますと、資料５－６の「指定管理者総合評価

シート」ごめんなさい、資料６ですね、これの推移を見ると。先ほどからずっと見ていま

すけれども、２８年は、稼働率は９７．５％だけど、利用者数は、１１２．４％と。だけ

ど、２９年で、１０８％、１０９％それぞれ達成しましたと。ここまではいいですよね。

ただ、３０年は大規模な改修工事があったというイレギュラーのことがあったと。そして

令和元年度においては、台風・大雨、新型コロナの影響等、イレギュラーなことがあった

ということなので、３０年と令和元年度については、同じ見方はできないですよね。この

数字だけ見ると、全然できてないのではないかとなるのですけれど、前年にもこういう議

論をしたかと思うのですけど、平成３０年度の大規模の修繕が、これ当初から予定されて

いた部分もあったと思うので、評価の仕方というのも何か再考したほうがいいのかなって、

私、意見させていただいた気がするのですけど、今回の令和元年度においても、やっぱり

イレギュラーなことが起きたので、年度が終わって評価するときに、ではすごく頑張って

くれたからちょっとげた履かせようかという気持ちは分かるのですけども、そういうこと

でなくて、やっぱり何か、定量的に、公平に何か測れる基準をつくっておいたらよかった

のかなと今になったら思うところですね。この辺については、次の制度設計のときにもう

一回議論して入れていっていただければなとは思います。 

 そういった、ちょっとイレギュラーなことがあったので、この総合評価シート、４年間

並べてみるとあまり達成できていないのですけれども、みんなで検討して、市の評価は妥

当ではないかというところに至ったと思うので、私も、トータルではそういうふうに考え

ます。 

 あとは、そこまでの評価の妥当性ですけれども、この指定管理者制度を導入して、その

効果とか課題とかについてですけれども、この会社、自主事業とか、うまくやってくれて

いるよというのを先ほど、矢野委員のほうからも近くに住んでいて、そう見えるとおっし

ゃってましたけれども、あとは、アンケートの結果もおおむねいいのですよね。だから利

用者だけが少ないのかなという気はするのですけども、そういった評価を利用者さんから

もいただいているということもありますので、この指定管理者制度については、この施設
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については、継続していっていいのかなという市の判断はそれでいいかなと思います。 

 あとは、改善するところについては、なんで利用者がもうちょっと増えないのかなとい

うのはやっぱりあるのですけれども、それというのは、立地的にちょっと厳しいところは

あるのだと思います。だけど、それを承知でこの会社も手を挙げてくれたので、最後の１

年間、ちょっと不利な環境ではありますけれども、新しい生活様式に合った利用者の集客

の仕方、自主事業のやり方等も考えて、何とかいい結果が出せるようにお願いしたいなと

思いました。 

 ほかに、皆さん言い残したことがございませんでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○田辺委員  あの、バスが主な交通機関ですか。 

○矢野委員  いや、バスも駅からあるのですけれども、あすみが丘プラザの一番の弱点

というのは、駐車場なのですね。ここにも何回か出てくるのですけれども、駐車場がとに

かく少ないのですよね。ですから、ほとんどの方は車で来られるのだけども、駐車場にな

かなか入れないで、駐車場の外にずっと並んでいたりだとか、こちらの鎌取のほうは、駐

車場のことも書いてありましたけれども、いろいろやっぱり大変だというようなこともあ

りましたけれども、それでも台数はずっと多いのですね。あすみが丘プラザは少ないとい

うのが、利用者の一つのネックであるかなというふうに思うのと、私、これを読んでて、

すごく感じたのが、平成３０年度ですか、大規模改修して、去年、４月終わりからスター

トしたけど、４月、５月、６月とか、なかなか人が戻ってこないというふうにどこかに書

いてあったのですね。１回ストップしてしまうと、ほかに活動する場所を求めて、みんな

活動しているのですよね。そうすると、そこで活動できるような場所が一応確保できるか

ら、そうするとなかなか戻ってこない、だから昨年度、数字が低いというのは、頑張って

ホームページも一生懸命変えるようにしてやりましたよ、とか、近くの自治会にこうやっ

てＰＲできるようなものをやりましたということを書いてありますけれども、なかなか１

回離れていった人、たった１年だけど、離れた人たちが戻ってくるというのは、なかなか

大変だったということで、昨年度は、ちょっと稼働率が悪かったのではないかなというよ

うには思います。とにかく駐車場が少ないというのは、決定的ではないかなと私は思いま

す。あすみが丘、不便ではありますけど、そういうところだけではないのではないかなと。 

だから、大きな行事をやるときは近くの小学校を借りますとか、いろいろ工夫して、ここ

に書いてありますけれども、やっぱりそうやっていろいろ工夫しながら、狭い中を頑張っ

てやっておられるのだなということはすごく感じます。 

○小野寺部会長  お待たせしました。 

 それでは、皆様からいただいた意見を総合しますと、まず、市当局が作成した評価の妥

当性については、いろいろありますが、稼働率、利用者、ともに未達成、収支もトータル

で赤字で、先ほどの鎌取にはちょっと劣るけれども、「Ｃ」寄りの「Ｂ」で妥当ではないか

という意見等ございました。 

 また、先ほどの労務費の一時金の支出というのは、ＡＮＡの支出として本来整理される

べきではないかといった意見であったり、あるいは、評価の基準として不可抗力の事項に

対する基準を今後示していく必要があると考えるといったご意見等ございました。が、市

の作成した総合評価は「Ｂ」というのが、状況下としては妥当であるということでよろし
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いでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それから、指定管理者制度の継続については、利用者からの評価も高

く、特段、辞める理由はないと思いますので、指定管理者制度の継続が望ましいというこ

とでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それから、改善点としては、立地等、不利な部分、先ほど駐車場の問

題等もありますけれども、今後、何とか、利用者の増加に努めていただきたいと、そうい

った意見がございました。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  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、千葉市土気あすみが丘プラザの指定管理者

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

うことになりますけれども、詳細については、私と事務局で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。 

 それでは、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」の審議は終了いたします。 

 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。 

○地域振興課職員  それでは、今後の予定について、ご説明させていただきます。 

 本日、委員の皆様よりいただきましたご意見につきましては、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  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、ご意見はございますか。 

（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

見等はございますか。 
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（なし） 

○小野寺部会長  それでは、皆様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。 

○地域振興課職員  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回緑区役所

部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中、また、長時間にわたりまして誠にありがとうござい

ました。 


