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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回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：令和２年７月６日（月）１３：００～１５：００ 

 

２ 場所：千葉市美浜区役所 ３階 ３－２会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

長根 裕美委員（部会長）、横山 清亮委員（副部会長）、印南 耕次委員、 

鶴岡 国良委員、三山 勝江委員 

（２）事務局 

曽我辺美浜区長、濱田地域づくり支援室主査、木村主事 

 

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 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター 

イ 千葉市美浜区真砂コミュニティセンター  

（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 千葉市美浜区高洲コミュニティセンター 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」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 千葉市美浜区真砂コミュニティセンター 

まず、令和元年度の「指定管理者評価シート」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、誠にありがとうございます。 
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 定刻となりましたので、ただいまから令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員

会第１回美浜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濱田と申

します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 まず、本日の会議でございますが、全ての委員の皆様が出席されておりますので、千葉

市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第１１条第７項において準用する第 

１０条第２項に基づき会議は成立をいたしております。 

 次に、本日の会議は、千葉市情報公開条例第２５条に基づき、公開となっておりますが、

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。 

 次に、傍聴人の方に申し上げます。 

 傍聴に際しましては、傍聴人要領に記載されております事項を遵守されますよう、お願

いいたします。 

 それでは、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 美浜区役所部会部会長であります、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。 

 次に、副部会長であります、弁護士の横山清亮委員でございます。 

 次に、公認会計士の印南耕次委員でございます。 

 次に、市職員ＯＢの鶴岡国良委員でございます。 

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

 委員の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 まず、美浜区長の曽我辺でございます。 

 続きまして、美浜区地域振興課地域づくり支援室主査の濱田でございます。 

 同じく地域づくり支援室主事の木村でございます。 

 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、ここで、美浜区長の曽我辺からご挨拶を申し上げます。 

○曽我辺美浜区長  改めまして、皆さん、こんにちは。区長の曽我辺でございます。 

 本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。また、皆様には、

日頃より市政並びに区政につきまして、ご理解、ご協力をいただきましてありがとうござ

います。この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。 

 本日の委員会の議題でございますが、高洲、真砂コミュニティセンターの令和元年度の

年度評価及び総合評価についてであります。 

 令和元年度はやはり、かなり異例の年でありまして、昨年度９月の台風、大雨の自然災

害、今年に入っては新型コロナウイルス感染症の拡大というものがございました。これを

受けまして、昨年、台風の被害でいいますと、昨年９月の台風１５号、１９号、そして、

１０月２５日の大雨に伴いまして、コミュニティセンターは避難所として活用されており

ます。そういったことがありましたので、一部、利用者については制限を受けたというこ

とがございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症につきましては、今年の３月から、自主事業の中止、

幼児教室の施設を閉鎖、３密対策を推進するために、社交ダンス、合唱等のご利用を制限
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させていただいたというものがございます。 

 そして、４月７日の緊急事態宣言を受けて、４月８日から５月２６日まで休館となって

おります。緊急事態宣言の解除を受けまして、５月２７日から一部の施設を再開している

のですけれども、いまだに一部については利用制限をかけているという状況でございます。 

 そのような状況を受けまして、令和元年度の決算の関係でございますけれども、指定管

理料については後ほど事務局のほうから説明がありますが、若干変更しております。 

 また、令和２年度は、指定管理期間の最終年度に当たりますので、令和３年度から始ま

る指定管理の選定業務を予定しております。これにつきましては、第２回美浜区役所部会

以降に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員の皆様には、専門的な立場から忌憚のないご意見をお願い申し上げまし

て、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いしま

す。 

○地域づくり支援室職員  それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。 

 まず、事前にお送りしました、フラットファイルをお開きください。 

 「次第」、「席次表」、「諮問書」。「資料一覧」でございます。 

 次に、資料１以降につきましては、「資料一覧」記載のとおりでございます。以上、お配

りしております。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。 

 なお、本日の会議ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、会議中は

マスクや消毒、換気等の対策を十分講じるとともに、会議時間についても、長時間の対面

開催とならないよう、可能な限り配慮してまいりたいと考えております。 

 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、進行を長根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。 

○長根部会長   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、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」入らせていただきます。 

 まず、「千葉市美浜区高洲コミュニティセンター」の年度評価を行います。事務局からご

説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  地域振興課の木村です。座ったままご説明させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、高洲コミュニティセンターの指定管理者の行った、令和元年度評価について

ご説明いたします。資料３－１「年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページ、「１ 公の施設の基本情報」は、募集要項の内容を転記したものとなっ

ておりまして、成果指標及び数値目標は、平成２７年度の選定時に設定したものでござい

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、株式会社千葉マリ

ンスタジアム、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、２ページ「３ 管理運営の成果・実績」です。 
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 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、市設定の最終年度目標５３％に対して、実績は５２．２％

であり、達成率は９８．５％となりました。 

 このほかに、指定管理者が２点、指標を提案しておりますので、「（２）その他利用状況

を示す指標」をご覧ください。 

 １点目は１９時から２１時の諸室の夜間時間帯稼働率です。目標４２．２％に対し、実

績は４６．６％でございます。 

 ２点目の諸室利用者数は、目標１３万６，７８１人に対し、実績は１１万７，７４０人

となっており、目標を達成できなかった主な要因としては、１０月の台風による臨時休館

と、新型コロナウイルス感染症対策として３月に利用目的制限を行ったことによる利用者

数の減少だと考えられます。 

 次に、「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」をご覧ください。 

 まず、収入についてですが、指定管理料において、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る利用料金収入減収に伴う指定管理料変更により、計画額以上となっております。 

 また、令和元年の台風１５号、１９号及び１０月２５日の大雨被害による利用料金収入

減収に伴う補填として、損失補償の費目が追加になりました。 

 利用料金収入とその他収入についてはご覧のとおりでございます。 

 支出においては、提案書では消費税１０％で算出していましたが、増税見送りにより、

計画書では８％で再算定したため、計画書と提案書の金額に差異が出ております。 

 また、施設内の蛍光灯のＬＥＤ化推進や利用者への省エネ啓発など、光熱水費削減を図

ったため、事務費、管理費が実績減。人件費と委託費については、最低賃金の上昇や、委

託先の人件費の上昇があったため、実績増でした。 

 次に、「（２）自主事業収支状況」については、ご覧のとおりでございます。 

 自主事業の実施状況ですが、資料３－５の１４ページ、１５ページに一覧がございます

ので、ご覧ください。 

 提案・計画数を上回る３２事業を実施し、そのうち新規事業が４事業でございます。 

 続きまして、資料３－１に戻りまして、４ページ「（３）収支状況」をご覧ください。 

 必須業務は３４８万７千円の赤字、自主事業は３１万２千円の赤字でございます。 

 必須業務及び自主事業を合わせた総収支は、総収入５，９８６万９千円、総支出、６，

３６６万８千円、収支３７９万９千円の赤字です。 

 したがいまして、総収入額の１０％を超える剰余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」をご覧ください。               

「（１）管理運営による成果・実績」ですが、市設定の数値目標５３％に対し、実績 

５２．２％で達成率９８．５％のため、「Ｃ」評価となっております。 

 次に、「（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５，０１６万円に対して、令和元年度指定管理料は 

５，００５万８千円で、約０．２％の削減であり、選定時の提案額と同額又は５％未満の

削減であることから、「Ｃ」評価となりました。 

 続いて、５ページの「（３）管理運営の履行状況」をご覧ください。 
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 年度内に２回実施いたしました資料３－３「モニタリングレポート」の各項目の結果を、

資料３－２「年度評価シート補足資料」に転記し、七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。 

 市と指定管理者、共に全て「Ｃ」評価となっており、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になりました。 

 右の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、６ページ、「（４）美浜区役所部会意見を踏まえた対応」では、昨年度の部

会でいただいたご意見への対応について記載しております。 

 １点目、「料理実習室の稼働率向上について努力は評価できるが、引き続き向上に努めら

れたい。」という意見に対しては、令和元年度に料理教室を１０回実施し、稼働率向上に努

めました。また、記載はありませんが、令和元年度に市が料理実習室の冷蔵庫を更新し、

稼働率向上に貢献いたしました。 

 続いて２点目、「障害者の雇用及び非正規職員から正規職員への登用を進めるよう努めら

れたい。」という意見に対し、障害者雇用は１名職場実習を行う予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止対策により中止となり、引き続き雇用の確保に努めることとしまし

た。 

 正規雇用への登用は、年度実績はなく、退職者とのバランスや次期の指定管理を取れる

か不確定であることから、正規職員への登用が難しい状況となっております。こちらも引

き続き、採用に努めることとします。 

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

査」ですが、年４回実施しております。内訳は、自主事業参加者２回、幼児室利用者１回、

施設利用者１回です。 

 このうち、７ページ、「（３）②当施設に対する満足度」は、「大変満足」から「普通」ま

でを合算すると、全ての項目で、おおむね９０％前後と高い数値を示しております。 

 続いて、８ページの「（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、記載のとおり対応をしております。 

 最後に、「７ 総括」です。 

 「（１）指定管理者による自己評価」は、「Ｃ」評価となっております。所見としまして

は、一つ目に、安全面の強化を掲げ、合同避難訓練の実施や、施設の自己修繕の充実につ

いて努められています。 

 二つ目に、「地域の力になるために」を目標に、地域団体と共催の自主事業の開催や、オ

リンピック・パラリンピックを盛り上げるための「フェンシング講座」の開催、また、近

隣施設との情報交換や運動系自主事業の強化など、様々な活動を通して、地域との連携を

強固にしました。 

 「（２）市による評価」も同様に「Ｃ」評価でございまして、「概ね、市が指定管理者に

求める水準等に則した、良好な管理運営が行われた」と評価しております。所見としまし

ては、記載のとおりです。 

 高洲コミュニティセンターに関する令和元年度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。 

○長根部会長  ただいま、事務局から一通り説明をいただきまして、「高洲コミュニティ



 

―６― 

センター」の年度評価につきまして「評価案」が提示されました。 

 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いたします。 

○横山委員  質問なのですけれども、災害対応ということで、評価されている部分があ

りますけれども、昨年の台風等での避難してきた人たちの受入れ実績は、人数でどれくら

い受け入れているのかということを教えていただければと思います。 

○地域づくり支援室職員  高洲コミュニティセンターのほうは受入れはしていません。 

○横山委員  そうですか。 

○地域づくり支援室職員  真砂コミュニティセンターは受入れをしております。 

○横山委員  駅に近い施設ですけれども、特にどなたもいらっしゃらなかったのですか

ね。場合によっては、受け入れていなくても、取りあえず来たりすることはありますよね。

実際、いらした中で、受け入れていない、体制がないとしてもどういう対応をされたとい

うことをもしご存じであれば。 

○曽我辺美浜区長  では私のほうから。帰宅困難者が出たと思うのですけれども、帰宅

困難者は、やはり終点まで京葉線で行かれるので、蘇我駅とかで降りて先に行けないので、

蘇我駅のコミュニティセンターを開設しました。 

 あと、千葉駅については市民会館、あとはいわゆるスポーツセンターで避難所を開設し

ていますので、基本的には、途中駅の稲毛海岸駅のほうでは、特にそういうような状態は

生じておりません。 

○横山委員  そもそも、来なかったという、そういう理解ですね。 

○曽我辺美浜区長  はい。 

○横山委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかに何かございませんか。 

○横山委員  続けていいですか、ごめんなさい。資料３－１の３ページの説明、３ペー

ジの支出の部分の事務費管理費の縮減に関して。マイナス１３０万円ですか、実質と計画

との差が出ていますけど。光熱費の抑制に関して、電力会社を変えたという点は、特に言

及されていなかったと思うのですけど、電力会社の変更って、どれくらいの効果があった

ものなのでしょうか。 

○地域づくり支援室職員  電力会社を変えたのは、真砂コミュニティセンターです。 

○横山委員  真砂でしたっけ、ごめんなさい。では専ら、さっきおっしゃられた節電の

努力という、指定管理者側が小まめな努力の成果という、そういう理解でよろしいですか。 

○地域づくり支援室職員  そうです。 

○横山委員  もう１点、委託費が増加している、２００万円増加しておりますけど、人

件費ってある程度、見込めるものではないのですかね。見込んだ上で計画を立てると思う

のですけど、何がこの増加の要因になるのですか。人件費を増やさなければいけなかった

事情というのは、書いてはありますけれども、当初の計画を超えて経費かけなければいけ

なかったご事情というのがもし分かれば。もし分からなければそれで結構です。 

○地域づくり支援室職員  当初の計画というのが、平成２７年に提案してからの 

２８年以降の計画ということでありますので、最低賃金が上昇した部分というのがとても
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多くて、この部分がその差額になると思います。 

○横山委員  受託費のほうも影響するということですか。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○横山委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかに何かございませんか。 

 では私からコメントといいますか、まず、以前から課題であった障害者雇用に関しまし

ては、割といいところまでいっていたというか、職場実習を行う予定というところまでい

っていたのですけれど、残念ながらコロナウイルスの対応で、当面できなかったというこ

とですよね。こちらについても引き続き、いつ収まるか分かりませんけれど、進めていっ

ていただければなというところですね。 

 収支のほうは、必須業務とかの収支マイナスが著しいのですけれども、これは先ほどお

っしゃっていたように、台風とコロナウイルスによってという理解でよろしいのでしょう

か。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○長根部会長  分かりました。このような突発的なことによって、収支がマイナスでは

あるのですけれど、ほかの点も、本当に及第点というか、ぎりぎりクリアしているという

ことで、評価としては「Ｃ」が妥当なのかなというふうに思いました。 

 ほかに何かございますか。 

○横山委員  資料３－５のほうですね。２６ページ、サークル代表者会議という記載が

ありますけれども、意見を聞くよい機会だと思うのですけれども、ここに２６事項書かれ

ているのは、要望事項とか、お願いみたいな話ばかりなのですが、それ以外に何か管理運

営に関しての建設的な意見とか、代表者会議を催して得られた成果みたいなものはあるの

ですかね。あれ欲しい、これ欲しいばかりでは、やる意味がないと思いますけれども。 

○三山委員  要望事項が多く、建物そのものが古くなってきておりますので、いろいろ

なところにいろいろなひずみが出てきまして、代表者会議の中でそちらに対する要望を聞

いております。 

○横山委員  ご不満があるというのは承知しておるのですけれども、何かこう。 

○三山委員  音漏れですとか、多いですね。 

○横山委員  前向きな提言みたいなものは特に得られているわけではないということで

しょうかね。 

 あと、この施設は、比較的クレームが多い。３２ページ以降ですね、資料３－５の。ほ

かの施設に比べてちょっと多いなというふうに思われるのですけれども、そのことについ

て特に市は問題視しているわけではないですかね。あと、和太鼓の問題ですね。毎年毎年、

必ず出てくるのですけど。私個人的には、指定管理者の責任かというと、そうではないと

思っているのですけど、特に市から指定管理者に対してこういう苦情の件数が多いとか、

和太鼓の問題とか、問題視しているわけではない、そういう理解でよろしいですかね。 

○地域づくり支援室職員  和太鼓の音漏れはやはり昔からある問題でして、一昨年、窓

の二重窓を修繕して、音漏れ防止という形で市のほうでもやってはいるのですが、指定管

理者とともにクレームに向かって対処している、そういうような状況ではあります。 

○横山委員  あと、苦情も件数２６件とあって、中身を見ていると、内容的にどうかと
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いうものも多いように思われるのですけど、特に指定管理者側には問題ないと、そう、市

としても見ているということですか。 

○地域づくり支援室職員  そうですね。 

○横山委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかはよろしいでしょうか。 

 ちょっと１点だけ、資料３－１の７ページで、アンケートがあったと思うのですけれど

も、これも毎度のことかもしれないのですけれども、利用頻度のところの、初めて利用す

る方というのが、非常に少なくて、定期的に、固定の利用客がいると思うのですけれども、

新規利用者が増えない理由というか、それが広報不足なのか、それとも新規利用者が利用

しづらいような状況なのか、要は、予約が取りづらいとか、固定客の方って割と時間があ

る方で、張りついてではないのですけれども、予約を取る時間なんかも余裕があってとい

うところもあるかもしれないので、新規利用者が増えない理由については分析をお願いで

きればなと思います。 

 ほかに。 

○横山委員  意見です。市の評価に関しては、妥当だと思います。私の意見ですけど、

やはり老朽化施設で、それなりに健闘されているのではないかなと思います。ただ、施設

の利用率ですね、資料３－５の３ページにもありますけれども、ホール２というのは８０％

くらいの稼働率であるのに対して、仕方がないのでしょうけど、料理実習室とか、１３．

８％という非常に低い数字で、昨年度、料理教室等の開催で努力はされていますけど、引

き続き利用者の増加、あるいは稼働率の増加に努めていただきたいというのは、今後の改

善を要する点等として申し上げたいと思います。 

○長根部会長  ほかはよろしいでしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  まず、障害者雇用を引き続き努めていくということ。評価については妥

当であると。初めての利用割合は少ないので、その理由について分析が必要であるという

こと。それと、料理実習室に関しましては、稼働率が向上しているということで、これも

引き続き行っていくというふうに考えていると。ほかには、クレームが多い件ですとか、

あとは和太鼓に関しては二重窓で対応するといった話がありました。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 委員の皆様から様々な意見をいただいたので、意見等も今申し上げたとおりにいたしま

す。 

 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

ますけれども、一部の資料は一般には公開されていない法人情報を含んでおりますので、

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］ 

○長根部会長  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ついて、

計算書類等を基にご意見をいただきたいと思います。 
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（※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。） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 委員の皆様から、様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合いたしますと、

自己資本比率が高く、健全な資産状況であると。以上のことから、倒産、撤退のリスクは

ないというふうに判断いたしました。これを本部から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） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 では、これからの会議については公開といたします。 

［傍聴人 入室］ 

○長根部会長  それでは、これまでの意見を踏まえて、千葉市美浜区高洲コミュニティ

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

見をまとめていくことになりますが、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。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 それでは、引き続いて、総合評価について、ご審議いただきます。 

 事務局からまず説明をお願いします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、高洲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。 

 まず、１ページの「１ 基本情報」ですが、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、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）」ですが、平成２９年度、平成３０年度で、市が設定し

た最終目標数値である５３％を達成しております。 

 次に、「（２）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、「施設利用者数（諸室）」を

掲げております。平成３０年度から利用者数が減少しており、主な要因としましては、高

齢化によるサークルの会員人数の減少が考えられます。 

 また、諸室の施設稼働率、諸室の利用者数、ともに令和元年度の実績が、過年度に比べ

ると減少しているのは、昨年度の台風や大雨などの自然災害や新型コロナウイルス感染拡

大が関係しているものと考えております。 

 次に、２ページ、「３ 収支状況の推移」ですが、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、平成２８年、２９年度

は黒字、平成３０年度と令和元年度は赤字となっており、全ての年度で、利益の還元はあ

りませんでした。 

 次に、「４ 管理運営状況の総合評価」についてです。 

 評価については、「参考資料７」の「評価の目安」に沿って、過去の年度評価結果を基に、
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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」評価の項目が一つございますので、説明いたします。 

 「Ｂ」評価となっている項目は、「５ 施設の効用の発揮」の「（３）施設における事業

の実施」でございまして、各年度の評価は、平成２８年度から３か年が「Ｂ」評価、令和

元年度は「Ｃ」評価としております。 

 内容としましては、自主事業において、毎年度、計画を上回る実施数及び多数の新規事

業を開催していることが評価され、また、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」又は「Ｂ」であったことから、「Ｂ」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・成果が認められたた

め、「Ｃ」評価といたしました。 

 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。 

 続いて、総合評価についてでございますが、平成２８年度から４か年、全ての年度にお

いて、年度評価の総括評価を「Ｃ」評価としています。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「Ｄ」が１つ以下、かつ、「Ｅ」評価がないことから、「Ｃ」評価

といたしました。 

 次に、「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」についてですが、「当初見込んでいた結果

が概ね達成できた」ものと評価いたしました。 

 この判断に至った理由ですが、まず、施設の機能改善や設備・備品の修繕等、市民サー

ビスの向上に努め、利用者の安全につなげられたこと。近隣施設間の連携・情報共有を図

り、共催企画として「認知症講座」や、「地域支え合い講座」の開催など、新たな魅力ある

自主事業の展開に努めたことにより、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概ね達成できた」と判断いたしました。 

 次に、４ページ、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」については、特段

の事情はございません。 

 最後に、「（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」

ことが妥当であると考えております。 

 高洲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。 

○長根部会長  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、「千葉市美浜区高洲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頂戴したいと思います。ご質問も含めて、何かござい

ましたらご発言お願いいたします。 

○横山委員  まず、質問として、市として施設の修繕について、計画はされているので

すか。時期に関してですけど、次の期に施設の大規模な修繕とか予定していますか。 

○地域づくり支援室職員  次期５か年は、大規模の修繕の計画はないです。 
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○横山委員  分かりました。 

 次、意見です。市の評価については、妥当であると私は思います。課題等ですけど、引

き続き稼働率、利用者数の増加に努めていただきたいということ。あと、二つ目は、老朽

化施設で修繕の予定もないということなので、市とも協働して、施設の保全に努めていた

だきたいと強く思います。 

 以上です。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご意見、あるいはご質問ございませんでしょうか。 

○鶴岡委員  一つよろしいですか。管理運営上の総合評価で、３ページの「施設におけ

る事業の実施」ということで「Ｂ」がついていますね。新規事業としていろいろなされた

と思うのですけど、どんなものを幾つぐらいやったのか、ちょっと教えていただけますか。 

○地域づくり支援室職員  ３１年度では、当初の事業計画が、３０を予定しておりまし

た。これに対して、３２の事業を実施しています。その中でも、例えば新規のものとして

は４事業あるのですが、ボールで筋膜リリース、認知症講座、地域支え合い活動講座、フ

ェンシング講座、いろいろな分野で多岐にわたってやらせていただきました。 

○鶴岡委員  ありがとうございました。 

○長根部会長  ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私も横山委員と同じく、総合評価については妥当なのではないかなとは思います。ただ

やっぱり残念なのは、利益の還元がずっとないというところですね。そこは、もう少し頑

張ってもらえるといいかなというふうに思います。 

 では、委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合いたしま

すと、評価は妥当であると。引き続き、施設の保全に努めていただきたいということです

ね。利益の還元等については、改善点として今後検討していきたい。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 それでは次に、「千葉市美浜区真砂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、「千葉市美浜区真砂コミュニティセンター」の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。 

○地域づくり支援室職員  それでは、真砂コミュニティセンターの指定管理者の行った、

令和元年度評価についてご説明いたします。 

 資料５－１「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、高洲コミュニティセン

ターと同様のため、説明を省略させていただきます。 

 また、数値目標としては、ご覧のとおり、それぞれ、指定期間最終年度及び各年度目標

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、ＣＣＣパートナー

ズでございまして、株式会社千葉マリンスタジアムと日本メックス株式会社の二つの団体

で構成されております。 
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 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、２ページの「３ 管理運営の成果・実績」をご覧ください。 

 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、市設定の最終年度目標３３％に対して、実績は４２．５％

であり、達成率は１２８．８％となりました。 

 また、体育館の施設利用者数については、市設定の目標である１万５千人に対して、実

績は１万４，７７０人であり、達成率は９８．５％でございます。 

 次に、「（２）その他利用状況を示す指標」として、「諸室の施設利用者数」を掲げており

ます。目標１２万人に対し、実績は１２万７，３００人となっており、目標を上回る多く

の方に利用していただきました。 

 次に、「４ 収支状況」の「（１）必須業務収支状況」をご覧ください。 

 まず、収入について、高洲コミュニティセンターと同様に、指定管理料において、新型

コロナウイルス感染症拡大による利用料金収入減収に伴う指定管理料変更により、計画額

以上となっております。 

 また、令和元年の台風１５号、１９号及び１０月２５日の大雨被害による利用料金収入

減収に伴う補填として、損失補償の費目が追加になりました。 

 利用料金収入とその他収入についてはご覧のとおりでございます。 

 支出においても高洲コミュニティセンター同様、提案書では消費税１０％で算出してい

ましたが、増税見送りにより、計画書では８％で再算定したため、計画書と提案書の金額

に差異が出ております 

 また、施設の電力会社を変更したことにより電気料金が削減され、事務費・管理費の実

績が計画を大きく下回る結果となりました。 

 次に、「（２）自主事業収支状況」については、ご覧のとおりでございます。 

 自主事業の実施状況ですが、資料５－５の１３ページから１７ページに一覧がございま

すのでこちらをご覧ください。 

 提案、計画数を上回る３８事業を実施し、そのうち新規事業が５事業となっております。 

 続いて、資料５－１に戻りまして、４ページ、「（３）収支状況」をご覧ください。 

 必須業務は６６０万９千円の黒字、自主事業は７４万９千円の赤字です。必須業務及び

自主事業を合わせた総収支は、総収入８，８４６万円、総支出８，２６０万円、収支５８

６万円の黒字です。 

 したがいまして、総収入８，８４６万円の１０％を超える剰余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」の「（１）管理運営による成果・実績」をご覧くださ

い。 

 諸室の施設稼働率について、市設定の数値目標３３％に対し、実績４２．５％で達成率

１２８．８％のため、「Ａ」評価となっております。 

 次に、「（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７，１６６万円に対して、令和元年度指定管理料は 

７，１３９万５千円で、約０．３％の削減であり、選定時の提案額と同額又は５％未満の

削減であることから、「Ｃ」評価となりました。 
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 続いて、５ページの「（３）管理運営の履行状況」をご覧ください。 

 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「年度評価シート補足資料」に転記し、七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。 

 市の評価として、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いたします。 

 「３ 施設の効用の発揮」の「（３）施設における事業の実施」の項目が「Ｂ」評価とな

っております。 

 内容としましては、市民ボランティア「みどり文庫」との協働による、絵本の読み聞か

せ。自主事業では、計画を上回る実施数及び多数の新規事業を開催しており、「たなばたこ

どもまつり」では、老人クラブの協力により、世代間交流を行ったこと。また、平成２９

年度から導入されている、Ｗｉ－Ｆｉ環境を引き続き整備していることなど、以上の内容

を高く評価し、「Ｂ」評価といたしました。 

 また、「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」について、こちらは「Ｃ」評価で

はありますが、一つご説明させていただきますと、台風１９号に伴う避難所開設の際、市

の要望に柔軟に対応していたことが評価できる点でございます。 

 その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。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。 

 続いて、６ページ、「（４）美浜区役所部会意見を踏まえた対応」では、昨年度の部会で

いただいたご意見への対応について記載しております。 

 内容としましては、「稼働率について、現状に見合った目標設定となるよう、見直しにつ

いて検討されたい。」との意見があり、対応として、令和３年度からの次期指定管理期間で、

施設移転後の実績に合わせ、適切な設定をしていく、との回答をしております。 

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

査」ですが、年に２回実施しております。内訳は、自主事業参加者１回、施設利用者１回

です。 

 このうち７ページ、「（２）②当施設に対する満足度」は、「大変満足」から「普通」まで

を合算すると、全ての項目で９０％以上と高い数値を示しております。 

 続いて、「（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

のとおり対応しています。 

 最後に、８ページの「７ 総括」です。 

 「（１）指定管理者による自己評価」は、「Ｃ」評価となっております。所見としまして

は、諸室稼働率、利用者数、料金収入全ての項目で目標値を達成したこと。自主事業にお

いて、計画数以上の開催や新規事業を展開し、参加サークルやお客様から好評を得られた

こと。経費削減に努められたこと。利用者の要望に柔軟に対応したことなどが挙げられて

おります。 

 「（２）市による評価」も同様に「Ｃ」評価でございまして、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た、と評価しております。所見としまして

は、記載のとおりです。 
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 真砂コミュニティセンターに関する令和元年度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。 

○長根部会長  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、「真砂コミュニティセンター」の年度評価

につきまして「評価案」が示されました。 

 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。 

○横山委員  質問、２点あります。先ほど、他施設でも伺いましたけれども、資料５－

１の８ページですね、市の評価で、災害時の避難受入れ体制についてとございますけれど

も、受入れの実績ですね、どれぐらい受け入れたのか、教えてください。 

 あと、資料５－２の３ページ目の上のほう、幅広い施設利用の評価でプラスポイントに

なっている、図書システムの導入ということになりますけれども、簡単に、どういうシス

テムを構築されたのか教えていただければと思います。 

○地域づくり支援室職員  まず、災害時の避難所開設の実績をご説明いたしますと、避

難者数は４１名で、ペットが３匹の受入れでございました。 

 指定管理者の対応としましては、開設前に体育館にブルーシートの設置ですとか、ポッ

ト、お湯の提供、諸室の開放をいたしまして、２４時間、職員の常駐がございました。 

○横山委員  参考までに、どういう方が避難してくるのですか。河川が氾濫するような

地域でもないと思いますけど。 

○地域づくり支援室職員  お一人でお住まいの方が、不安というか、自分のご自宅にい

るよりは、みんなでいたほうが安心だというような高齢の方が結構いらっしゃいました。 

○横山委員  そういう方々に寄り添ったというふうなのでしょうかね。分かりました。 

 図書システム。以前は、本当に原始的な本の後ろに何か貸出票みたいなのがついていて、

それを抜いてハンコを押してみたいな、そんなことだったと思いますけど、何かデータベ

ース化されたとか、そういうことでしょうかね。 

○地域づくり支援室職員  データベース化というよりは、今、実際に入っているのは、

例えば本の返却期限を越えてしまっている方に、今まで電話で催促とか、そういうのをし

ていたのをメールでできるようにしたというような。 

○印南委員  自動で。 

○地域づくり支援室職員  自動で。でも、結局、選ばなければいけないので自動ではな

いのかもしれないのですけれども。 

○横山委員  利用登録の際にそういう情報を登録するという、そういうことですよね。 

○地域づくり支援室職員  はい。情報を含めてというようなところの。 

○横山委員  紙ベースの管理から、そういう電子化したということですかね。 

○地域づくり支援室職員  はい。 

○横山委員  分かりました。 

○長根部会長  ほかに何か。三山委員。 

○三山委員  その図書室の利用に関しては、真砂さんのほうは、ちょっと利用がしにく

いということがちらちら聞こえますよ。本の貸出しとか、その辺に関して。そこで読むの
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に関しましても、その図書室の中で読まず、図書室の貸出し、いわゆる別の部屋に持って

いったり、そういうのがちょっと不便だというか、ちょっとのぞいて見て、借りようか借

りまいか考えるのもそれをやらなければいけないのでというような意見がありました。そ

この辺って矛盾あると思います。とは思うのですけど、やはりこの年代になりますと、ち

ょっと見て、ああ、これ借りていこうかなと思うけれども、図書室の中ではなくて読むス

ペースまで持っていって見てからというのが不便だと。わがままかもしれませんけれども。 

○地域づくり支援室職員  どうしても物理的に部屋が。 

○三山委員  狭いですよね。 

○地域づくり支援室職員  狭い。その隣が閲覧室になっているのですね。そこである程

度。ちょっと今コロナの関係で、大分利用のほうは制限させていただいています。 

○三山委員  新しい制度が導入されてなおかつ、変わるかと思ったらやはり前より難し

くなったみたいな、話を聞いたことがあるものですから。 

○横山委員  閲覧するのに貸出しを先行しなければいけないのですよね。貸出し手続を

経ないと持っていけないという。 

○三山委員  貸出し手続をしなければ、３０分でも、１５分でも、一応、貸出し手続を

して、閲覧室へ行って、返却するか、うちへ持って帰る場合にはまた改めて、というよう

な手間がかかる、そういう意見がちらっと聞こえたので、一応申し上げておきたいなと。 

○横山委員  そこは、指定管理者の問題ではないと思います。 

○三山委員  違いますね。 

○横山委員  施設をぶち抜くことはできないのですか。貸出しの事務の机の後ろの壁を

ぶち抜いて一つにすると問題解消すると思うのですけど。 

○三山委員  昔の真砂コミュニティセンターって、結局その図書室の中にソファが置い

てあって、そこでちらっとのぞけましたよね。それができると思って行ったら、やっぱり

できないというのがちょっと不満。管理者の問題でないのは分かっておりますが、何か工

夫がないものかなと。 

○地域づくり支援室職員  スペース的にもともと教室だった部分を使っているものです

から、かなり制約がもともとあるというか、そういう施設ではあるのですけれども、状況

として。基本的に横並びでしか、どうしても使えないというか、通常の建物よりも大分、

奥行きがないというかそういう、廊下に対しての横長の使い方はできるのですけれども、

奥行きがあるような使い方はできないものですから、というところで、今そういう実態に

はなっている、そういう状況ではあるのですけれども。 

○三山委員  何かうまい方法があればという。高齢者の意見としてそんなのがありまし

たというのを置いていただければと。 

○長根部会長  ほかには何かございませんか。 

○鶴岡委員  今の話、よろしゅうございますか。今はどうなっているか分かりませんけ

れども、昔はみんな、私がいたときには真砂のコミュニティの場合だったのですが、図書

室を占領されてしまったのですね。学生さんに。 

○三山委員  そういうことであれなのですか。 

○鶴岡委員  しようがなくて、普通の方がお見えになるのに、要するに夏は暑いもので

すから、皆さん来てしまって占領されてしまったという実績があって、仕方なしにちょっ
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とした小部屋でしたけれど、事務所の隣に少し会議室用の部屋がありましたので、そこを

開放しました。そこでやってくれということで、そこへ行ったら、ある程度、図書室が空

いたという実績がありましたよね。 

 今どうなっているのか分かりませんけれども、昔は、今と違って長くなかったですから、

小部屋を開放したという策をやったことはあります。そうでないと図書室を今言ったとお

り、ソファがあって、それを全部占領されてしまうということがあったものですから。 

○三山委員  そんなに広いスペースではなかったですよね。 

○鶴岡委員  一般の方がお見えになっても、本も読めないよと。苦情まではいかなかっ

たのですが、それではこちらにどうぞということで、連れてきて、そこを解放してあげた

ら、大分違ったようでした。 

○三山委員  意外と難しいですね。 

○長根部会長  印南先生、ご意見ございますか。 

○印南委員  施設の稼働率がありますよね。かなり高いでしょう。自主事業がありまし

て、施設が稼働していないところに実施事業を当てはめていきましたら稼働率が上がりま

すよね。そういう感じで稼働率が上がっているのですかね。 

 それにしては、自主事業の収入が、去年よりも少なくなっているのですよね。自主事業

を当てはめ、空いているところに自主事業を入れていって、今言った稼働率が上がったの

かなと思ったら、そういうこともないような感じで、何があったのかなというのが。 

○曽我辺美浜区長  これは平成２８年に、昔の真砂コミュニティセンターから新しいコ

ミュニティセンターに移ったことで、今回、最初の指定期間なのですね。最初の選定のと

きにあまり高い数値というのはあれだったので、今思えば、かなり低い数字だったのか、

設定がですね。だから今回の内容を踏まえた上で、次の指定期間についてどこを補強する

かというのを次に。今回の稼働率を見ると、もともとの設定がかなり低かったので、それ

で結構多くなっている。 

○印南委員  場所も悪いしという点で。 

○曽我辺美浜区長  そうなのですよ。 

○印南委員  結構抑えたのですね。 

○曽我辺美浜区長  はい。 

○印南委員  分かりました。 

○曽我辺美浜区長  ただ、コミュニティセンター自体だと４５％ぐらいの稼働なので、

そういう意味では大体平均的な稼働ではあるのですけども。 

○長根部会長  ほかにございませんか。 

○横山委員  質問よろしいですか。指定管理者の側の話ではないと思うのですけれども、

資料５－１の２ページの収支条件に関して、今回いろいろな災害等があって、収入の変更

というのがあるのですけれども、指定管理料の増加というものと、損失保証というのはど

ういう区別をされているのか、どういう区別の下、そういう指定管理料を増加するとか、

損失補償するということになっているのか、その仕組みをちょっと教えていただければ。 

○地域づくり支援室職員  私のほうから説明いたしますと、まず、指定管理料の変更に

ついてなのですが、こちらはコロナウイルス感染拡大に伴い、金額を補填したものになり

まして、コロナウイルスがなぜ指定管理料かというと、市が指定管理者、コミュニティセ
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ンターに対して利用目的制限を行ってくださいというような、市からの要請に対する利用

料金収入の減収になりますので、指定管理料として補填させていただきました。 

 損失補償については、こちらは台風と大雨ですけれども、これをどうして分けているか

というと、正直言いますと最初は台風もコロナウイルスもどちらも指定管理料の変更とい

うことだったのですが、市民総務課の見解では、ほかのスポーツ施設では、台風と大雨に

よる被害、修繕などについては、損失補償で追加の補填をしていたということなので、６

区のコミュニティセンターもこちらの損失補償でそろえようということで、新しく費目を

追加したというふうに伺っております。 

○横山委員  ありがとうございます。市が自粛要請したと、その経緯があるからという

ことで、あと、予算の執行の仕方ということですかね。ありがとうございました。 

 意見ですけれども、市の評価は妥当であろうかなと思っております。指定管理者に対し

て、そうですね。災害時の対応等については、評価すべきかなと思っております。あと、

Ｗｉ－Ｆｉ設置したり、図書システム導入したり、細かい点で何か機能をアップデートし

ているところなんかも評価できるのかなと思います。 

 あとはまた、総合評価で申し上げたいと思いますけど、稼働率とか利用者数については、

今回は及第点であったり、達せない部分はありましたけど、次期はきちんとした目標設定

の下、やはりいずれも増加に努めていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○長根部会長  ほかに、ご意見、ご質問ございませんか。 

（なし） 

○長根部会長  委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合

いたしますと、評価は妥当である。災害時の対応は評価できる。次期の目標設定を慎重に

決めるということ。あと、図書室の読むスペースが分かれているということにつきまして、

不便さを感じるということが、お声を聞くので改善したいというところでございます。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

○印南委員  いいですか。これは、ちょっと聞くだけですけれども、アンケートがあり

ますよね。高洲のほうのアンケートと真砂のほうのアンケートで、「設備の満足度」と「備

品の充実」という欄がありますよね。そこの「不満足」のところが、高洲のほうがかなり

高くて、６％ぐらい。けど、真砂のほうは２％ぐらい。かなり違いますよね。あれは何で

すかね。 

○地域づくり支援室職員  真砂のほうは、新しくできたというところで、ある程度その

時点で一新されている備品も幾つかあります。 

 高洲のほうは、どうしても備品になりますと、市のほうである程度準備していくような

形になっておりますので、壊れたものから直すというか、そういう形にしか今できないの

で、そういったところで、利用者の声がこういう形になっているのかとも思います。 

○印南委員  ということは、このアンケートは正しいものを反映しているのですね。僕

はね、実のところアンケートってあまり信用していなかったのだけど、きちんと正しいも

のを反映しているのですね。分かりました。いや、実際僕はアンケートを書くときには、
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見比べて書いていますからね。 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 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となっております。 

 これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことになり

ますが、一部の資料は非公開の法人等情報を含んでおりまして、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。 

 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。） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 今、委員の皆様から意見をいただきましたが、いただいた意見を総合しますと、悪いと

ころがない。あと、自己資本比率が高く、健全な資産状況であることから倒産撤退のリス

クがないと判断されるということにいたしました。 

 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） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ここからの会議については、公開とします。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて「千葉市美浜区真砂コミュニティセンター」の指

定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめてい

くということになりますが、詳細については、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） 

○長根部会長  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。 

 事務局から説明お願いいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、真砂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、１ページの「１ 基本情報」ですが、「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、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）」ですが、年々稼働率は上昇しており、令和元年度では

減少しておりますが、これは昨年度の台風や大雨などの自然災害や、新型コロナウイルス

感染症拡大による利用者数の減少が影響していると考えられます。また、市が設定した最

終目標である３３％を、平成２９年度より継続して達成しています。 

 「（２）施設利用者数（体育館）」につきましても、年々増加しており、令和元年度では

先ほどと同様の理由により減少したものと考えられます。 

 次に、「（２）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、「施設利用者数（諸室）」を
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掲げております。こちらも年々増加しており、令和元年度で減少しております。 

 次に、２ページ、「３ 収支状況の推移」ですが、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、全ての年度で、利益の還元はありませんでした。 

 次に、「４ 管理運営状況の総合評価」についてです。 

 評価については、「参考資料７」の「評価の目安」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」評価の項目が一つございますので、説明いたします。 

 「Ｂ」評価となっている項目は、「５ 施設の効用の発揮」の「（３）施設における事業

の実施」でございまして、各年度の評価は、全て「Ｂ」評価としております。 

 内容としましては、自主事業において、毎年度、計画を上回る実施数及び多数の新規事

業を開催していること。地域団体との協働が多く、連携を強固にしていること。以上の点

が評価され、また、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」又

は「Ｂ」であったことから、「Ｂ」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・成果が認められたた

め、「Ｃ」評価といたしました。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。 

 続いて、総合評価についてでございますが、平成２８年度から４か年、全ての年度にお

いて、年度評価の総括評価を「Ｃ」評価としています。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「Ｄ」が一つ以下、かつ、「Ｅ」評価がないことから、「Ｃ」と評

価といたしました。 

 次に、３ページ、「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」についてですが、「当初見込んでいた結果

がおおむね達成できた」ものと評価いたしました。 

 この判断に至った理由ですが、まず、施設移転による環境の変化や新型コロナウイルス

感染症拡大による影響を受け、施設稼働率（諸室）・施設利用者数（体育館）ともに、市が

設定している数値目標を達成できなかった年度はあったものの、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。 

 自主事業において、毎年度、計画を上回る実施数及び多数の新規事業を開催し、また、

地元のボランティア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により、施設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

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、特段の事情はご

ざいません。 

 最後に、４ページ、「（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」ことが妥当であると考えております。 

 真砂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。 
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○長根部会長  ただいま、事務局から一通り説明をいただきまして、「千葉市美浜区真砂

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。 

○横山委員  まず、３点質問があります。市の側にお尋ねしたいのですけれども、今期

「真砂コミュニティセンター」は場所を移転して開設されましたけども、場所移転の影響

についてはどのように評価されているのか。駅から離れましたけれども、施設が新しくな

って、しかも駐車場が広くなりましたかね。そういったこともあるかと思います。市の側

はどのように評価されているのか、それが１点。 

 ２点目ですけれども、先ほども質問したことと関連しますけども、次期の設定の際、数

値目標の見直しについてどのように考えられているのか、体育館の利用者数は、ちょっと

ハードル高いのかなという気がしますし、逆に稼働率に関してはちょっとハードルが低過

ぎたかなという気がします。どのように見直しを考えているのか、もしご検討されている

ならお聞かせください。 

 三つ目なのですけれども、今期美浜区では、高洲、真砂とも同一の指定管理者を設定さ

れていると思いますが、施設同士の連携など、そういった相乗効果は見られるのかどうか。

要するに、同じ指定管理者を選定したほうがよいのか。それともあまり関係ないのか。そ

の辺の評価を、評価というかどのように市はお考えなのか、ご意見いただければと思いま

す。 

○地域づくり支援室職員  １点目の、今の新施設に移ったところの効果というところな

のですが、施設の利用者数も大分伸びてきている。市内のコミュニティセンターの中でも

かなり上位の数値が入ってきているということで、区というより市として、区民、ほかの

区民からも大分定着してきたというところは、数値的には見られる、そのような評価はし

ております。 

 ２点目の数値目標の見直し、これはまさにちょうど次の第２回の選定評価委員会の中で、

改めて提案させていただくことは考えてはいるのですが、これまであったような実績に合

わせたような数値、目標値ですけれども、そういったところで改めて設定をさせていただ

きたい。そういったところでは考えております。細かい部分は、次回の会議に改めて説明

させていただければと思います。基本的には実績ベースで、それを基に見直しをさせてい

ただきたい。そういうふうに考えております。 

 あと、３点目の同一施設の連携ということで、特にこれ、自主事業の関係がすごくある

かと思うのですが、例えば片方、真砂のコミュニティセンターで自主事業ですごく人気の

あったものですとか、そういった事業があった場合に、では高洲でもやっているよという

ことで、こちらでもやっぱり同じような、そういった連携は実際にできているということ

は、聞いています。実際に人気があるものですから、必ず全員が受けられるわけではなく

て、どんどん広がりを見せている、そういった面では同一会社での連携というのは、そう

いった面があったのかなというようなことで評価しています。 

 以上です。 
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○横山委員  ありがとうございます。 

 最後の点なのですけど、そういうのって例えば事業報告書とかでどこかでアピールして

いただけるとありがたい。やっぱり考慮要素になると思うのですね。実際にほかのスポー

ツ施設なんてね、もう指定管理者が集約する方向で、そういうスケールメリットなんかも

利用しているという方向で考えられていますけれども、こういう区役所というか区のコミ

ュニティセンターなんかでも、やっぱりある程度、大規模化したほうが、より高い質のサ

ービスを提供できるのだったら、そういう方向もありではないのかなと思うのですね。 

 だから、そういうのが何かどこかに示していただければ、指定管理者の自己ＰＲで、こ

ういうことやりましたよということを、何か書いておいていただけると分かりやすいかな

と思います。 

 次、意見を申し上げたいと思いますけど、市の評価については妥当であろうかと思いま

す。次期に向けてということですけど、再三申し上げているように、新たな数値目標の下

で稼働率、利用者数の増加に努めていただきたいということです。 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 ほかに、意見、ご質問等ございますか。 

○鶴岡委員  横山先生の質問というか、同じなのですけども、稼働率からいくと百二十

何％という、大分高いというか、達成しているのですね。私、この前、委員さん方とお話

しした段階で、真砂のコミュニティが移ったらどんな影響があるのだろうかという話をし

たことがある。その話の中で、稼働率が大変よくなったように感じたものですから、移し

てよかったのかな。 

 であれば、これは今度、大問題なのでしょうけれども、オーソドックスに評価が「Ｃ」

でいいのかどうかという問題も含めてね。例えば「Ｂダッシュ」ぐらいにならないと、そ

んな話はできないのだろうかというようなことを思ったのですよね。だから、オーソドッ

クスに、何というか、安定していれば「Ｃ」でいけばいいのでしょうけれども、せめて「Ｂ」

か「Ｂダッシュ」ぐらいにならないかなということで、真砂も含めて、高洲は古くなって

きましたので、施設面では大分お金がこれからかかるのだと思うのですが、ほかの地域の

コミュニティセンターから見て今おっしゃったとおり、上のほうにいるよということで、

「Ｂ」であったら、「Ａ」とか、その辺にランク上げできないものだろうかということをち

ょっと考えたものですが、これはユーザー側の意見ですから、私の意見としては努力して

いるなということで、ちょっと意見を申し上げさせてもらいました。 

 以上です。 

○印南委員  施設の稼働率なのですけどね、料理教室は別にしまして、和室ってあるで

しょう。これは、高洲のほうは和室が一つあるのかな。稼働率が５２％。 

○三山委員  和室は、小さい和室と、大きな和室がありますね、高洲は。 

○印南委員  これで見ると、稼働率が５２％。真砂のほうは、かなり低いのですよね。

４３、２７、２８％。これは、同じ和室でもこんなに稼働率が違うのですかね。 

○三山委員  大きさの違いではないですかね。利用の仕方の違いですよね、高洲の場合

には。高洲の場合に、畳の部屋というものが三つあるのですね。一つは大きな、何畳ぐら

いありましたかね、大広間が。かなり大きな和室があって、あと、会議とかちょっとした

ことをするために２階のほうに１０畳、１２畳ぐらいの部屋があるのですけど、それがい
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わゆる和室で、そこだと会議ですとか、今お茶はやっていないな。着つけの教室とかやっ

ているのです。下の広間のほうは、踊りの練習をしたりとか、空手のサークルなんかが主

に利用されているようです。 

○印南委員  真砂のほうかな、こちらはかなり稼働率が低いですよね。一番低いのは 

１８％とか、２８％とか。同じ和室でもそんなに違うのかなと思って。違うということは、

高くする可能性が、できる可能性があるということですよね。 

○三山委員  そうですよね。 

○横山委員  きれいな施設ですけどね。和室なんか、きれいにしている。教室の中にふ

すまとか障子とかを作って。 

○三山委員  ただ、コミュニティセンターそのもの、どこのコミュニティでも、今はカ

ード式で使えるではないですか、千葉市に住んでいれば。だから、地域的なことはあまり

関係なくなってきて、駐車場があるというのはすごく大きな利点だと思うのですよね。 

それがすごく出てきているかなという気はしますよね。前の真砂は本当に駐車ができない。

駅から歩いて来なければいけなかった。今は何台か、大分、体育館もございますし。そう

いう意味において稼働率が上がるのではないかなという気がしますので。 

○横山委員  質問ですが、今、駐車場問題って特に真砂のほうはないのですね。 

○地域づくり支援室職員  大きな問題があるとは聞いてはいないです。 

○横山委員  分かりました。駐車場に余裕があったらね、まだまだ、ポテンシャルはあ

るということですよね。 

○長根部会長  そうですよね。ほかでもやはり駐車場がないから使えないという人がす

ごくいる。 

○横山委員  どこでもね、そういう問題が。 

○三山委員  どこでもそうですよね。 

○鶴岡委員  以前から比べると大分広くなりましたからね。 

○三山委員  ただ、高洲の場合には、駐車場は広いのですけど、コミュニティ利用者も

確かにいますが、あそこにお車をお止めになって、別のご用がある方がいらっしゃいます。

駅のそばなので。止めて。 

○長根部会長  なるほど。 

○横山委員  蘇我なんかでもそうですけどね。目的外利用とか。 

○三山委員  いいような、悪いような。ありますね。 

○地域づくり支援室職員  確かにそうですね。 

○三山委員  結構駐車禁止はその辺、回っているから、それだったらコミュニティのほ

うに。 

○長根部会長  何か、ありがちなので、市役所の駐車場に止めるような人たちと同じ感

覚ですよね。 

○印南委員  近くにコミュニティセンターないから、使ったことない場合があるのです

よね。我々は千葉中央のコミュニティセンターが一番近いのですかね。 

○長根部会長  ほかに質問、意見はございませんか。大丈夫でしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  委員の皆様から意見をいただきましたが、いただいた意見を総合します
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と、評価は妥当である。点数で評価が決まるので仕方ない部分でありますが、もう少しよ

い評価でもいいのではないかという意見。あとは、次期の数値目標について、実績を基に

慎重に決めていくと。あと、両コミュニティセンター、同じ管理者の場合の連携について

事業報告書に記載があると分かりやすいというご意見がございました。 

 これらを踏まえて本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これまでの意見を踏まえて「千葉市美浜区真砂コミュニティセンター」の指

定管理者の行った施設の管理に係る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） 

○長根部会長  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いたします。 

○地域づくり支援室職員  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、長根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まして、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、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。 

○長根部会長  ただいまの事務局からの説明について、ご質問、ご意見等、大丈夫でし

ょうか。 

（なし） 

○長根部会長  ありがとうございました。 

 最後に、全体を通して、委員の皆様からご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

（なし） 

○長根部会長  ありがとうございます。 

 では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は、全て終了いたしました。ありがと

うございました。 



 

―２４― 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○地域づくり支援室職員  それでは、慎重なご審議、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回美浜区役

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。 


