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平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回花見川区役所部会会議録 

 

１ 日時：平成２６年７月１４日（月）１４：００～１６：００ 

 

２ 場所：花見川区役所 ２階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

  木頭信男委員（部会長）、稲垣總一郎委員（副部会長）、淡路睦委員、宮葉富繁委員、

新田芳男委員 

 

（２）事務局 

  山田花見川区長、田野地域振興課地域づくり支援室長、山下主査、福澤主任主事、 

古澤主事 

 

４ 議題： 

（１）平成２５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 

  ア 千葉市花見川区畑コミュニティセンターについて 

  イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンターについて 

（２）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）平成２５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 

  ア 千葉市花見川区畑コミュニティセンターについて 

   平成２５年度に千葉市花見川区畑コミュニティセンターの指定管理者の行った施設

の管理に係る年度評価について、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。 

   

  イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンターについて 

   平成２５年度に千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理者の行った施

設の管理に係る年度評価について、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。 

 

（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： 

○司会  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、平成２６年度千葉市市民局指定管
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理者選定評価委員会第１回花見川区役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり支援室の山下と申

します。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づき、公開されております。 

 ただし、一部非公開の部分がございますので、あらかじめご承知おきください。 

なお、現在は傍聴人の方はいらしておりません。 

本日は地球温暖化防止の取組みの一環として、職員は軽装とさせていただいておりま

すので、ご了承ください。 

それでは、委員の皆様のご紹介ですが、お手元の資料２、千葉市市民局指定管理者選

定評価委員会花見川区役所部会、委員名簿の5名の皆様でございます。なお昨年度から変

更はございませんので、ご紹介は省略させていただきます。 

続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

花見川区長の山田でございます。 

 続いて、地域振興課職員です。田野地域づくり支援室長でございます。 

 福澤主任主事でございます。 

 古澤主事でございます。 

 私は山下と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、開会に当たりまして、花見川区長の山田からご挨拶を申し上げます。 

○花見川区長  こんにちは。本日は、ご多忙のところ、指定管理者選定評価委員会の第

１回花見川区役所部会にお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、

日ごろより、市政各般にわたりましてご協力いただいておりますこと、厚く御礼申し上げ

ます。 

 本日２６年度第１回の会議ということで、本日の会議は２５年度の単年度評価をしてい

ただきたいと考えております。事務局が用意いたしました各種書類を基に委員の皆様方よ

りご意見をいただきまして、最終的には意見を取りまとめ、指定管理者評価委員会の会長

から市長へ答申していただきたいと考えております。 

 施設の適正な運営、指定管理者制度の円滑な運営のために、幅広いご意見をいただきま

すよう、よろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。 

○司会  それでは、区長は次の公務がありますので、ここで退席させていただきます。 

 議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 先ず机上にございます諮問書の写しでございます。次に、ファイルをお開きいただき、

次第でございます。次に資料１、第１回花見川区役所部会の進行表。資料２、花見川区役

所部会委員名簿。資料３、花見川区役所部会で審議する公の施設一覧。資料４の１～４は、

千葉市花見川区畑コミュニティセンターの、「１」が指定管理者評価シート、「２」が事

業計画書、「３」が事業報告書、「４」が計算書類等でございます。 

なお、委員の皆様からいただいたご意見を踏まえ、今年度より計算書類等一式を会議

資料として添付しております。次に資料５は千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの

資料で、枝番が１から４は、先ほどと同様になっております。「１」が指定管理者評価シ

ート、「２」が事業計画書、「３」が事業報告書、「４」が計算書類等になっております。

資料６は、今後の流れについてでございます。 
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続いて参考資料が、「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。

「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について

（平成２２年７月１６日千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）となっており

ます。「３」が部会の設置について（平成２４年７月２４日千葉市市民局指定管理者選定

評価委員会議決事項）ということになっております。 

以上、お配りしております。不足等がございましたら、お知らせをください。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します。 

本日の出席委員は、全委員さんに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１０条第２項に基づき、会議は成立しております。 

それでは、これより議事に入らせていただきます。 

これからの議事につきましては、進行を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。 

○部会長  それでは、次第に従いまして、議事の進行をしてまいります。ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 議題１の平成２５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に入ら

せていただきます。 

初めに、千葉市花見川区畑コミュニティセンターの年度評価を行います。説明をお願

いします。 

○事務局  よろしくお願いいたします。 

では資料４－１、畑コミュニティセンターの指定管理者評価シートの説明をさせてい

ただきます。 

まず１ページの１基本情報ですが、指定管理者はアクティオ株式会社、指定期間は平

成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間となっております。 

次に、２管理運営の実績についてでございます。まず（１）主な実施事業の①指定管

理事業につきましてはご覧のとおりでございます。②自主事業につきましては、年間で３

６事業７０回実施されており、主な事業はご覧のとおりでございます。詳細につきまして

は、資料４－３最終ページに記載されておりますので、ご確認ください。特にこの中では、

ロビーコンサートについて、こちらは季節ごとに行われており、毎回、大勢の方にお越し

いただいております。 

次に（２）利用状況につきましては、平成２５年度の利用者数は４万２，１２０人、

前年度比で９５．１％となっております。②の稼働率につきましては、２０．８％で、昨

年度比マイナス１．９％となっております。これは１０月から３月にかけて長期間行われ

た工事による影響があるものと思われます。昨年度行われた工事の内容は、本館の耐震工

事、外壁の塗装工事、屋上防水工事、内壁の塗装工事、あとエレベーターの改修工事、こ

れを全て昨年度１年間で実施しております。 

次に（３）収支状況につきまして、①収入の実績のうち、利用料金収入が３８６万６，

０００円と計画額の８５．７％となっております。②の支出実績においては、光熱水費等

の増加により、事務費が計画額の１１０．７％と増加しております。この結果、全体の決

算額であります、③の収支実績に関しては、マイナス１６０万９，０００円となっており
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ます。 

次のページをご覧ください。（４）指定管理者が行った処分の件数、こちらはご覧の

とおりです。（５）市への不服申立、こちらはゼロ件になります。（６）の情報公開の状

況に関してもございませんでした。 

次に、３利用者ニーズ・満足度等の把握については、まず、（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ございます。アンケート調査は、年２回行われており、

カッコ内の数字が１回目の数字となっております。調査の結果といたしましては、受付の

対応について、こちらは「大変満足・満足」が１回目７３％、２回目は８０．１％と、良

い評価をいただいております。他には、講座等については、若干「大変満足・満足」が少

ないように感じますが、独自質問でもありますように、講座等に参加したことのない方が

６２．９％いらっしゃるということで、わからない、未記入をあわせると７４．６％もの

方は講座等に参加していない方だと思われます。 

また、③アンケートにより得られた主な意見、苦情とそれへの対応ですが、施設が古

いこともあり、冷暖房の調節が効かない等、意見・苦情が見られますが、こちらのは大型

扇風機やスポットクーラー等を購入するなどし、対応しております。 

次に、（２）市に寄せられた意見、苦情でございますが、ご覧のとおり６件ございま

した。主な意見の中の一つとして、パソコンをもっと増やしてほしいという要望がござい

ますが、こちらについては、予約等で対応するパソコンを事務室内に増設対応しており、

一般利用者向けのパソコンについては増設する予定はないとのことです。 

次に、４、指定管理者による自己評価につきましては、本館ロビーを活用しサークル

作品の展示、コンサート等の事業を行い有効活用したこと。また第三者評価を受け、指摘

事項については適切に対応したこと。近隣住民と協力し、防災への取り組みを行ったこと。

これらを自己評価しております。 

次に４ページをご覧ください。５、市による評価ですが、評価は３段階の真ん中であ

ります「Ａ」といたしました。理由といたしましては、稼働率が下がっているものの、工

事等の影響があったこと、自主事業においては、昨年同様さまざまな事業を行っているこ

と、地域と連携し防災等の取組みを行ったこと。その他、管理運営についても事業計画ど

おり行われているためでございます。 

履行状況の確認についてはご覧のとおりでございます。この中で、３をつけた事業が

一つございます。こちらは５ページの中段、自主事業の実施状況につきまして、３６事業

７０回、開催しており、仕様、提案を上回る実績・成果があったとして３をつけておりま

す。よって、３点とした項目が１項目、２点とした項目が７６項目、１点とした項目はゼ

ロ項目となっております。したがいまして、最終ページ６ページにございます、全ての評

価の平均点としては、２．０点となっております。以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは次に、指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、ま

た改善を要する点等について、指定管理者評価シートを基に、委員の皆様からご意見を伺

いたいと思います。何かご意見ございますか。 

○委員  パソコンを増やして欲しいと言う要望がありますが。今、タブレットＰＣなど

を持ってくる人が多くなりましたよね。固定したパソコンより、Ｗｉ-Ｆｉなどの環境を
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つくるなどを検討した方がよいかと思うが、そのようなものはお金かかるのでしょうか。 

○事務局  お金はかかります。ただ、機械を設置しておけば、電波を飛ばすことは可能

だと思いますが、市として、やっていいかという判断はまた別にあると思います。区役所

の中でもＷｉ-Ｆｉの電波が飛んでないのと同じように、公共施設で飛ばしていいという

ことであれば、お金の問題はありますが、電波を飛ばすことは可能だと思います。畑コミ

ュニティセンターの指定管理者としての判断では設置は難しいかと思います。 

○委員  そういう時代ですよね。最近の若者はカフェなどでも、タブレットＰＣなどを

持ち歩いているのをよく見かける。他のコミュニティセンターでそのような事例はないの

ですか。 

○事務局  そうですね。他のコミュニティセンターでもまだ導入されているところはな

いと思います。そういうことをするにあたっては、様々な問題をクリアした上で、検討し

なければならないと思われます。 

○委員  ちょっとした思い付きですから。 

○部会長  ちょっと私から、アクティオ株式会社ですね。これがかなり千葉市の公共施

設の管理をしておると思いますが、この市による評価について「３」が一つということは、

あまり他の施設は少ないのと。他の施設に比べると、どうもその管理状況があまり芳しく

ないような印象を受けるのですが、いかがでしょう。 

○事務局  評価は、「３」がいくつあるかというよりも、「２」が基本になります。

「２」が計画どおり運営されているということになりますので、基本的には全て「２」で

あれば、評価としては問題ないかと思います。その中で評価、計画されたものよりもさら

によいものが「３」の評価になってきます。 

ですので、評価「２」が悪い評価という訳ではないと考えております。 

○部会長  アクティオさんの他の施設は、結構「３」が多いようですので。 

○事務局  本来は同じ視点ですべてのコミュニティセンターを相対的に評価することが

できれば非常にいいとは思っていますが、現状の評価の方法は各担当区の範囲内だけで評

価していますので、他の区と比べるということはできません、ただし、花見川の場合は３

コミュニティセンターの相対評価と、昨年の運営と今年の運営を比較するということも考

えて評価してございます。 

○部会長  評価について、施設が古いという問題もあると思います。新しい施設ですと、

効率的な管理ができますが、古い施設になるとそれが困難になる。それはしかたないこと

ですが、少し厳しい評価だと印象を持ったので。 

○委員  １ページ目に、先ほど説明がありましたとおり、稼働率が下がっている原因と

して２５年度は様々な工事を実施したためとしていますが、工事を実施したから稼働率が

下がったと考えているのですか。 

○事務局  そのとおりです。 

○委員  結構大きい工事をいくつか実施していますが。 

○事務局  施設自体が既に３５年を超えているような建物ですので、大がかりな工事が

今後も続くと思われます。その中で去年は先ほど申し上げたとおり、屋上防水や、外壁の

塗装工事、エレベーターの改修工事、内壁塗装も行っております。その関係で、どうして

も若干稼働率が下がったと、市では考えております。 
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 諸室が使える場合であっても、工事による影響で音が出たり、臭いが出たり、エレベー

ターが使えなくなってしまう期間等もあります。その期間についてサークルさんが利用を

控える事例があると報告は受けております。 

○委員  今の稼働率に関連してですが、２５年度の目標値を設定する時点で大規模な工

事が実施されるというのも想定されていなかったのでしょうか。若しくは工事の想定がさ

れている目標値であったが、それをさらに下回ったのか、どちらなのでしょうか。 

○事務局  工事の影響は想定されていない設定と考えております。工事に関しては、来

年、再来年、その次の年で、どのような工事をやりますということは指定管理には伝えて

おりません。市としては、予算の問題や予算が付いても、入札などで実施の確定は工事の

直前になってしまい、指定管理者側が目標値を設定する後になりますので、工事等の影響

に関しては、一切考慮されていません。 

○委員  わかりました。 

○委員  稼働率等、目標設定の問題で、先ほどの資料には、人口減などの事情もあると

記載されているのですが、これは今の工事とは違って、統計的に人口、高齢者の人数等、

前もって予想できることですよね。そのようなことを踏まえて計画が出ているのですか。 

○事務局  実際に人口減などを見込んで計画を立てたかは定かではありませんが、当初

の計画で、それらも見込んでいるのが通常ではないかと考えています。やはり畑地区の地

域柄を考え、実際に指定管理者の方が入札をするときに、今後の利用者がどうなっていく

のか、地域の人口や、年齢層がどのように変化するかをある程度把握したうえで、入札し

ていると思われますが、はっきりと確認したことはありません。 

○委員  ここは重要ですね。人口減少等、それを前提にしないと計画が合わなくなって

きますよね。 

○事務局  そうですね。当初の計画ではそれは入っていると。工事などは実際わからな

いことですので、そこは考慮されていないとは思いますが、人口減などの要因は考慮した

上での計画を立て入札をしていると判断しています。 

○部会長  確かに千葉市は場所によっても少子高齢化が進んでいる場所や、あるいは緑

区みたいに割合人口が増えている場所など、いろいろバランスがありますから。 

○事務局  花見川区全体で考えると、高齢化が進んでいる地域が多いようです。 

○委員  年齢構成の変化によってターゲットをどうしていくかを決めないと、漠然とや

っても、稼働率等の増加にはつながらないと考えるが。 

○事務局  ターゲットに関しては、やはり自主事業を実施していく中で、徐々にお年寄

りを対象とした事業を多めに実施する。また小学校が目の前にありますので、小学生を対

象とする事業を行うなど、その辺は考えていただいていると思いますが、どうしても稼働

率に関しては、やはりサークル活動できる方々ですので、主に５０歳ぐらいから７０歳、

８０歳ぐらいまでと思われます。またサークルで活動する年齢層も、年々、高齢化が進み、

サークル活動できなくなってしまうなど、そのような事例も多々あると確認しております。 

○委員  サークルの高齢化も原因としてわかります、体育館の収益についても予定より

悪いように感じます。体育館は高齢者の減免制度がありますよね。高齢者が想定より多く

利用した、高齢者が多すぎた結果収益減となった、そういう感じがします。 

○事務局  体育館に関して、それはあると思います。減免制度の開始前に、高齢者の利
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用者が何人か調査をしました。調査の方法は利用者の見た目で、高齢者が何人利用してい

るかの数を調査し、その上で、減免する金額分の予算を出しましたが、実際やってみると、

６５歳以上の方が多かったという結果があります。その分の減収はあると考えられます。 

○委員  費用のことで、予算書と決算書、を比べてみたんですが、先ほどの説明いただ

いた光熱水費のところで、大幅に見込みよりも支出が多くなってしまったということの説

明いただいたのですが、ではその分をどこで調節したのかというのを見ますと、例えば研

修費、当初スタッフの研修料１０万円で計上していますけれども、決算ではゼロ。それか

ら、ホームページ管理費ということで、ホームページの作成費維持管理費を５万円という

ふうに計上されていたのが２，１００円。それから、図書購入費、当初１２０万円を計上

していたものが決算書では７５万円でしたということで、いずれもといいますか利用者の

方や業者のサービスを向上させるものに関連してくる費用が少し減っているのかなという

印象を受けました。 

 先ほどのＷｉ-Ｆｉの話がありましたが、例えばこの５万円、当初計上していたものの

中で、何かしらパソコンが使いやすい環境整備にお金が、ちょっと私その辺に明るくない

のでわかりませんが、充てられたのではないかとか、思うのですけれども、光熱費が上が

ってしまった分を、こういうところで見直ししたというような事業者さんのお考えという

のは聞いていらっしゃるでしょうか。 

○事務局  細かく全てを聞いているわけではありませんが、図書購入費については、実

際に１２０万円の予算が計上されていますが、その金額で買い続けると図書がパンクする

ほどいっぱいになってしまうということがございますので、今年に関して言えば、無駄な

本を買うよりも、図書室の本棚を買うなど、そのように利用してもいいですよという話は

していますが、確かに２５年度に関して見れば、ご指摘のとおり、こういうところを削っ

てはいけないという指摘はあるのかなと、考えています。これは指摘事項の一つとして考

えております。 

○委員  スタッフの研修費とかは削ったらあまりよくないじゃないかと、私は思うんで

すね。 

○事務局  そうですね。利用者さんに対してのサービスを削らないようにということで

考えております。 

○委員  そうです。直接サービスもそうですし、研修費というのは、やはりスタッフが

お客様に対するホスピタリティだけではなくて、安全管理ですとか、そういったところに

影響してくるのかなと思いますので、ぜひこういう費用は確保したほうがいいと思います。 

○部会長  関連質問ですけれども。そういった費用を削らないで計画どおりに支出する

ときにはマイナスが生じますね。そのマイナスというのは、指定管理者の負担ですか、そ

れとも市負担ですか。 

○事務局  基本的には指定管理者の負担になります。支出がどれだけふえたとしても、

市が追加で委託料を支払うということはございませんので、支出が増えれば増えるほど指

定管理者の負担になります。 

○部会長  市で、ある程度こういったやむを得ない事情によって負担がふえるような場

合には、それを補てんするような考え方を持ってもいいんではないかと思うんですが。 

○事務局  光熱水費に関しては、募集の段階で増減が当然あると見込まれますので、そ
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れは補てんをしない前提で募集をかけるような形をとっています。 

 特殊な事情の場合は補てんも考えられますが。 

○部会長  最初から光熱水費の補てんはないという前提で入札を行っている。 

○事務局  何かすごい事故があり、光熱水費が倍になったという話であれば、またちょ

っとお話は違ってくるかと思いますが、２５年に関しては特にそういうことはございませ

んので。 

○部会長  そうすると、事業費としてのそういったところを削らざるを得ないでしょう

ね。 

○委員  そんな中で管理費の一般管理費は、予算どおり決算されているので。 

○部会長  管理費というのは非常に抽象的なところで、余り具体性がないんですよね、

一般管理費というのは。 

○委員  それからもう一つよろしいですか。先ほどの稼働率の件で、平均すると２０％

台ということなので、あいている時間が多いのかなと思いますが、使ってらっしゃる方が

高齢者の方が中心ということですと、同じような時間帯に予約が入ってくることがあるか

と思います。そんなに稼働率が高くないので、ダブルブッキングというか同じ時間帯に集

中するということはないような気もしますけど、もしそういう状況が発生しているとすれ

ば、より振り分けるような積極的な取組みというのがあると、もう少し稼働率も上がるの

かなと思いますが、そのような事例はあるのかないのか。 

 特に予約が重なってしまって、待っていただくということはないと考えてよろしいです

か。 

○事務局  予約が始まった２か月くらいに関しては、予約の状況について確認したこと

があります。予約で重なった事例が１件だけあったという話は聞いております。 

○委員  じゃあ、それほど重なっていないという。 

○事務局  畑に関しては、それほど重なってないということです。確かにおっしゃると

おり、時間帯、例えば人気のあるお部屋に関しては重なる確率は高いのですが、サークル

の皆さんは大体、この時間に入るというのがある程度、決まっているようで、余りブッキ

ングしないということです。 

○委員  そうすると、さらに稼働率を上げて、利用料収入をふやそうとすると、新しく

使っていただく方を誘致するしかないということですね。 

○事務局  そうですね。新しく使ってくれる方がふえるとブッキングする可能性が高く

なるということはあると思います。 

○委員  年齢層が同じだとか。 

○事務局  同じような方で。現在は、だいたい毎回使っているサークルさんが同じ時間

帯に入れるような雰囲気ができていますので、ほとんどブッキングしないそうです。 

○委員  そうすると、逆に言うと固定化しているということですね。 

○事務局  そういうことです。 

○委員  そこを脱出しないと、どんどん稼働率が下がっていく一方ということが言える

ような気がするので。少し世代交代も視野に入れた活動があると、より長期的に見て地域

のためになるのかなと思います。 

○部会長  ただ、利用者の世代交代というのは、なかなか難しいでしょうね。現役世代
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であると、どうしてもこのような場所は使いにくいだろうし、小学生とかリタイアした人、

そういうような年齢層に限定されるような気がしますね。 

○委員  住民の移動というのはないですか。同じ方がずっと利用されているのかと。 

○事務局  地域柄、新興住宅と違いますので、本当に地元意識が強い、地元の方が使っ

ていることが多いです。地元の方が町内会の集会場の代わりに利用したり、婦人会が利用

したり、そのような定着した使い方です。利用される方がほとんど固定していると思われ

ます。コミュニティセンターとしても、部屋の利用されていない時間帯を利用して自主事

業を企画して、自主事業に参加していただく事をきっかけにサークルの活動というものが

生まれるような形ができないかと考えており、これをきっかけに、新規のサークルさんを

新たに誘致、稼働率につなげる努力していった方がいいということですね。 

○委員  結局あそこの館全体を年間維持していくのにかかるコストというのは、たくさ

ん使われていても空いていても同じなのですか。 

○事務局  はい、そうです。 

○委員  そうするとより使われるほうがいいのかなと。 

○事務局  稼働率を上げる、上げなきゃいけないというのは市としても、指定管理者が

入っている以上は、全然稼働率低くてもいいというわけにはいかないと考えていますので、

それは指摘事項としておきます。 

○委員  よろしいですか。今、稼働率の話題が出ていますが、今年の春先、雪が大分降

りましたですね。このときの影響はかなり出たのではないでしょうか。２回ぐらい降りま

したよね。 

○事務局  はい、確かにあの日、予約は全てキャンセルとなり返金をしています。通常

ですと、予約、キャンセルは返金いたしませんが、その日は二日間、自然災害ということ

で返金を全てしておりますので、その分は稼働率が下がる要因となっています。これは畑

に限ることではありませんが。 

○委員  そうですね。 

○事務局  雪が降った当日だけではなく、数日は影響が出たようです。駐車場にもすご

い雪が積もっておりまして、車も動けないような状態だったりしますので、そこの影響は

確かに去年はあったかもしれないですね。 

○委員  少し評価から離れてしまいますが、質問よろしいでしょうか。新規開拓のお客

さんという話を申し上げていますのでお伺いしますが、申し込む方は市民の方と思われま

すが、市外の方も一緒に仲間として誘って利用しているという施設もあります。立地の問

題もあるかもしれませんが、車で来やすいというようなところがありまして、そういうと

ころを考えると、畑ではなかなかそういう駐車場の問題というのが利用者に関して大きな

壁になっているかなと思います。 

 高齢になればなるほど車でいらっしゃるという方が多いというふうに少し聞きましたの

で、これは指定管理者だけでは解決できないかもしれませんが、そのような駐車場の利用

のしやすさ、それからスペースの問題が少し解決すると指定管理者自体も、それではこう

いうふうに利用者を呼んでこようというようなアイデアにつながってくるかなと思います

ので、長期的にはそこもクリアしていかないと、なかなか新しい利用者の方も増えないの

かなと思います。 
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 駐車場をどうするという、ご予定は具体的にはないのですか。 

○事務局  畑コミュニティセンターの隣の敷地に、多目的広場という砂利の広場があり、

現在はそちらを市が借りて利用しております。それ以上ふやす計画はございません。むし

ろ減る可能性があります。 

○委員  返すということですか。 

○事務局  千葉市として駐車場有料化等についての話がありますので、そうなった場合

にこの多目的広場がどうなるかは、見えないということがあります。確かに畑コミュニテ

ィセンターだけの駐車場というと、１０庫ないぐらいのスペースですので、畑コミュニテ

ィセンターという立地条件で１０庫という駐車場では、ちょっとどうにもならないかなと

いう感じはしておりますが。 

○委員  小さいお子さん連れのお母さん方は、歩いて行けるところか車で移動できると

ころを利用されます。もしその駐車場の問題が改善されると、そういう新しいターゲット

が生まれてくるかと思います。 

○部会長  １０時４０分になりました、他にご意見のある方はいらっしゃいますか。そ

れでは、時間に従って進めてまいります。 

 それでは次に年度評価、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

になっています。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

を行うことになっていますが、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

おります。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条ただし書きの規定により、ここからの会議は非公開となっております。 

 傍聴人の方はおりませんので、そのまま続けます。 

 では、私から、指定管理者の財務状況に関して、計算書類を基に意見を述べたいと思い

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。）  

 

 私から一応拝見したところ、アクティオさんは以上のような財務状況ですから、撤退、

倒産のリスクについてはないと判断しております。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、花見川区役所部会での意見の取りまとめを行います。 

 ５分ほど休憩といたしますので、よろしくお願いします。 

（休憩） 

○部会長  事務局と私の一応合意文書を発表しますと、畑コミュニティセンターについ

て、１、光熱水費等の支出が増加したとしても、利用者に影響が出ないように配慮するこ

と。２、新規サークルや利用者をふやし稼働率を上げるように努めること。３、貸借対照

表のバランスがよく、利益も多いことから、倒産、撤退のリスクについてはないと判断し

ます。 

 この意見でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○部会長  では、一応この意見で、上のほうに上げていきます。 

施設管理課におかれては、本部会で委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管

理運営に十分反映していただきたいと思います。 

それでは次に、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターについて、説明をお願いし

ます。 

○事務局  それでは、ご説明させていただきます。幕張コミュニティセンター、資料は

５－１。平成２５年度指定管理者評価シートについてご説明いたします。 

 まず１ページの１基本情報ですが、指定管理者は三菱地所コミュニティ株式会社、指定

期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間となっております。 

 次に、２管理運営の実績についてでございます。まず（１）主な実施事業の①指定管理

事業についてはご覧のとおりでございます。②自主事業につきましては、主な事業はご覧

のとおりでございます。詳細につきましては、先ほどと同じように資料５－３最終ページ

に記載されておりますので、ご確認ください。 

 幕張コミュニティセンターでは、稼働率の増加に伴い、自主事業の開催に若干影響が出

てきておりますが、稼働率の低い部屋、または稼働率の低い時間帯を効率よく利用してお

ります。 

 次に（２）利用状況につきましては、平成２５年度の利用者数は１０万７，５４９人、

前年度比で１０９．５％になります。稼働率につきましては、４２．２％、昨年度比プラ

ス５．２％となっております。 

 次に（３）収支状況につきましては、利用料金収入が９４１万５，０００円と計画額の

１２２．２％となっており、今年度も約１３６万円もの利益還元がされる予定でございま

す。 

 この結果、全体の決算額は、プラス４５万９，０００円となっております。 

 次のページ、（４）指定管理者が行った処分の件数、こちらはご覧のとおりでございま

す。 

 （５）市への不服申立てはございません。（６）情報公開の状況もございません。 

 次に３利用者ニーズ・満足度等の把握について、まず（１）指定管理者が行ったアンケ

ート調査についてでございます。こちらのアンケート調査も年２回行われており、カッコ

内の数字が１回目となっております。調査の結果といたしましては、受付等の対応につい

て、こちらは１回目６４．７％、２回目が７０％と概ねよい評価をいただいております。

独自質問では、季節の飾りつけ等及び図書室の利用についてのアンケートを行い、こちら

も概ねよい結果をいただいております。 

 次のページ、③アンケートにより得られた主な意見、苦情とそれへの対応ですが、洋式

トイレを増やしてほしいという意見をいただいております。こちらは今年度洋式トイレに

するかどうかの検討をし、対応していこうと考えております。 

 次に（２）市に寄せられた意見、苦情ですが、御覧のとおり２件いただいております。

スタンプカードについては、日付の記載等をして対応するとのことです。こちら市への苦

情と書いてありますが、スタンプカードは指定管理者が独自でやっておるものですので、

指定管理者が対応することになります。諸室の貸し出しについてはルールに基づき運用し

ている旨のご説明、ご理解をいただいております。 
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 次に、４指定管理者による自己評価につきましては、近隣公共施設との協力を強化した

こと、諸室の稼働率向上に取り組んだ結果、サークル数の増加、稼働率も４２．２％を達

成したことなどを自己評価しております。 

 次のページ、４ページをご覧ください。市による評価ですが、評価は「Ｓ」といたしま

した。理由としましては、３年連続、稼働率、利用料金収入が向上し、利益の還元が３年

連続出ているためでございます。またサークル数の増加、図書室・幼児室などの充実もし

ており、市としては大変評価しております。履行状況の確認につきましては、ごらんのと

おりです。「３」点の項目に関しては、全部で１５項目、「２」点とした項目が７４項目、

「１」点とした項目はゼロ項目としてございます。したがいまして６ページにございます、

全ての評価の平均点は、２．２点となっております。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

それでは、次に、指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、

また改善を要する点等について、指定管理者評価シートをもとに、委員の皆様からご意見

をいただきたいと思います。 

何かご意見はございますか。 

 この評価委員会で、私は「Ｓ」という評価を受けた業者が初めてだと思います。やはり

こういう業者が千葉市内にいない以上、東京の業者でも地元優先とはいえ、やむを得ない

かなとは思います。 

 ほかに何かございますか。 

○委員  私も評価を「Ｓ」にされたのは、思い切った評価かと思いますが、とてもいい

ことだと思います。事業者さんの励みになると思いますし、もっと色々なことを考えて、

よりよい運営をしていこうというようなモチベーションが高まることにつながると思いま

すので、この評価はすばらしいんじゃないかなと思います。 

 書面でしか見ておりませんけれども、特に私が感心したのは、使われていない諸室の稼

働率を上げるというようなことを具体的に目標として掲げてらっしゃる中で、特に調理室

に問題意識を持っていらしたようですが、東京ガスさんを連れてきてガス台を交換させて、

無料で。そしてお子さん方の調理というような自主事業をなさっているということで。 

 東京ガスにしても、恐らく自分の自慢の製品を試しに使ってもらえるような場所という

ような位置づけでと考えれば、ショールームのかわりというような感覚で提供するという

考え方もできたのかなと、私は勝手に思っています。そうすると、お互いに利益があると

いう考えで、とてもいい展開だなと、大変感心しました。 

○事務局  東京ガスのガスコンロについては、一応寄付という形でいただいております。

活用させていただいております。 

○部会長  多分、それはここの三菱地所コミュニティ株式会社という会社が、かなり対

外的な圧力が強いので、そういうことができたというような印象を持ちます。 

○事務局  今回のガスコンロの寄付は、幕張コミュニティが最初ではなく、市内の施設

に順次寄付を頂いている形をとっていると伺っております。ただ、確かに会社としてもメ

リットがございますし、市としても非常に古くなったコンロなので、新しくしたことによ

って、さらなる利用、また色々サークル活動なんかにも新しく広がっていく可能性が出て
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きたので、非常に感謝しております。 

○委員  ３ページ目、第３項目、５－１の３ページの指定管理者による自己評価。その

うちの３番で、漠然とした言葉の表現なのですが、館内装飾を実施したという部分、とに

かく毎年毎年雰囲気がよくなっていると実感しています。何度も足を運んだ訳ではないの

ですが、館内装飾については、工夫されて、また明るくなっている。色々な展示物やチラ

シ類もよく整理されている場所だなと思っています。間違いなく、いい雰囲気です。 

 それから、駐車場のことについては、畑コミもそうですけど、幕張も敷地中では駐車場

の数がそんなに多くないでしょう。畑コミさんは多目的広場を借りていますが、幕張は駐

車可能台数というのは何台ぐらいになっていますか。 

○事務局  畑は多目的広場を含め６０台近くとめられますけど、幕張は３５台プラス障

害者用くらいです。 

○委員  間違いなくあそこは小学校、隣が保育所、いろいろ施設がある中でとにかく駐

車場が少ないと感じます。それでしかも、畑のほうの利用者が年間４万人くらいだったか

な、それで幕張は１０万人という。そうすると、その辺もうちょっと駐車場については、

本格的に千葉市としても考えてあげたらいいのではないかと。 

 あの周りに緑が多い、緑切っちゃって、けしからんと言われるかもしれないけど、周り

はテニス場と野球場もあって、ちょっと広い土地があるので駐車場を作るのも可能じゃな

いかと思います。あるいは自転車をどこかへ移動して、駐車場を確保したほうがいいんじ

ゃないかなと思います。 

○部会長  もし予算があれば立駐ということも考えられるでしょうね。 

○委員  美浜区の境界にある水路付近など、駐車場の可能性、十分あるのではないかと

思っています。１００台とは言わないが、１０台、２０台ぐらい確保してもいいのではな

いかと。私も駐車場が混雑している時、とんでもない狭い奥の方へ入らされた時があり、

利用しにくい、駐車場確保して欲しいと考えています。 

○部会長  それはどこでも同じですね。 

○委員  ここの駐車場少ないため、稼働率や自主事業など、さらに伸ばすことが難しく

なってくるのではないかと、その辺を考えてもらうとよいと思います。 

○部会長  自主事業にせよ、どうしても駐車場確保の問題がありますね。 

○事務局  確かに他のコミュニティセンターも言えることですが、畑コミュニティセン

ターに比べ、幕張コミュニティセンターは交通の便がいいところだとは思いますが、車で

来る方がメインですので、現状は非常に混んでおります。そういうところは考える必要が

あるとは思います。 

○委員  今の駐車場に関連して、５－３の資料の９ページから、事故苦情への対応とい

うのがありまして、ここに駐車場に関連することが幾つか出ています。駐車場が足りない

ということに加えて、停めづらいんでしょうか。接触事故があるようですね。 

○委員  止めづらい。狭い。 

○委員  狭いのですね。なので、そのようなことが多いのかと。 

○委員  なので、お年寄りの方など駐車にはちょっと苦労する。前後が狭いんですね。 

○事務局  大きい車に乗ってきますと、確かにとめづらいところはあるかもしれません。

また、駐車スペースをもう少し増やすために奥のほうに停めるような形をとったりして、
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非常に位置的に停めづらい。停めてもまた出しづらい。そういうところもあるところもあ

ります。ただ駐車場の問題はなかなか難しい問題です。 

○部会長  確かに施設で駅近でなければ、どうしても車で来ざるを得ないような事情が

ありますよね。 

○事務局  どうしても、幕張コミュニティセンターは稼働率が上がって利用者数が増え

てきていますので、慢性的に駐車場が少ない状態にはなっております。そういった中で、

駐車場の稼働率が１００％を超えることもありますので、事故等も発生してきてしまいま

す、その辺はまずは指定管理者の方に、しっかり管理して事故等のないように指示をして

いるところです。 

○委員  駐車場に人を置いているわけではないのですね。 

○事務局  常駐はしておりませんが、混雑しているときは配置して、違うところの駐車

場を案内するなど、していると聞いております。 

○委員  駐車場ばかりじゃなく、施設として、５－３の１０ページ、体育館の雨漏りに

ついて記載されていますが、先日も大雨がありましたし、大きい工事になると市の負担で

工事をおこなうのですか。体育館の屋根の工事、漏水しているという。 

○事務局  工事に関しては市の負担で、工事させていただきます。ただ、その間は利用

できない期間が出てきてしまったり、駐車場の一部スペースを工事用に使わなければなら

ない可能性があり、運営に多少影響がでると思われます。 

○委員  抜本的に直さないといけないところがあるのですか。二日、三日続けて漏水と

書いてありますが。 

○事務局  現在、体育館の屋根が雨漏りしている状況です。現在、入札手続き中ですが、

屋根の張り替え工事を予定しております。 

○部会長  他にご意見ございますか。 

 無いようでしたら、進めさせていただきます。 

 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になって

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

とになっておりますが、一部の資料は一般には公開されて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

ただし書きの規定により、ここからの会議は非公開といたします。 

 傍聴人はいないようなので、私から指定管理者の財務状況に関して、計算書類を基に意

見を述べたいと思います。 

 

 （※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。）  

 

 この三菱コミュニティ株式会社は三菱地所の子会社でもあり、全く倒産とか撤退のリス

クはございません。 

 財政状況も含めて、ほかの点に関して、この幕張コミュニティセンターに関して、何か

ご意見ございますか。 

 少し私も、当然その基本的には千葉市の業者を優先して選任するということが前提であ
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っても、やはりこういう業者が千葉市内にないので、これもやむを得ないかなという感じ

を持ちます。 

○委員  他に利用料金の還元をしている施設は、去年も質問した気がしますがあるので

しょうか。 

○事務局  ございます。 

○部会長  でも、そこは「Ｓ」の評価を得ていなかった。 

○事務局  「Ｓ」評価はされておりません。 

追加で説明したいと思います。私どもで「Ｓ」評価をつける際に、他のコミュニティ

センターの状況を調べてみました。今のご質問の、２５年度に行われた利益還元に関して

は、中央コミュニティセンターが２６万２，０００円ほど出ております。幕張コミュニテ

ィセンターが１３５万円、花島は少々出ていますが、これは考え方が微妙に違いまして、

計画の段階で１，０００円出す計画となっておりますが、実質は還元が出るほどの利益は

得ていません。他はゼロ円です。 

 累計を見ていただくと解りますが、幕張コミュニティセンターが毎年１００万以上の還

元を出して、３年間の合計で３７０万円ほど千葉市に還元するという形になっております。

この還元に関しても「Ｓ」の評価とした一因であります。 

○部会長  三菱地所コミュニティが千葉市に応募する際に、競合する業者はいましたか。 

○事務局  いました。選定のときですね。詳細は現在手元に資料がないのでわからない

のですが、何社かいました。１社ではないことは確かです。 

○委員  三つぐらいあったような記憶があります。 

○部会長  これだけ実績を上げていると、次は、他の業者が入りにくいですから。 

○委員  三菱さんの数字は現状において、抜群ですね。 

○委員  抜群ですよね、私もそう思います。 

○事務局  稼働率に関しては４０％という数字よりも、うちとしては２３年度を基準と

して、稼働率が上がっていったということに評価の重きを置いております。稼働率、利用

者数、あとは利用料金収入、で還元率も含めての評価です。 

○委員  ２３年度稼働率、決して高いとは言えないですけど。 

○事務局 そうですね、もともと高いところが高いというのが立地条件もありますし、当

たり前のことだと思っていますので、その低さをここまで引き上げたということに評価を

しています。 

○委員  そうですね。２３から２５の伸び率が抜群ですね。 

○事務局  ただ、今年度に限って言えば、先ほどの駐車場の問題もありますし、これ以

上、稼働率が増えるかは難しいという感じは担当レベルではしております。今年２６年度

が去年と同レベル、もしくはそれを少し超えれば、相当いいのではないかなと。 

○委員  真砂とか穴川では５０％行っていますが、５０％を越えるのはきついですね、

やっぱり。 

○事務局  そうですね。現状で５０％を超えるというのは相当きついと思われます。駐

車場が倍ぐらいあればよいのですが、駐車場の収容台数も限界に近い状況ですし、施設も

古いので。 

○委員  利用者が増えると、別の悩みが出ますね、安全管理とか。 
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○事務局  そうですね。 

○委員  確かにいつ行っても、ロビーにそれだけ人がいますよね。 

○事務局  利用者数が多くなればなるほど事故などトラブルも増えてきますので、その

辺は指摘事項の一つにしましょうか。 

○委員  恐らくお気づきと思いますけれども。 

○委員  穴川の場合は初めから５０％、すごい率が高い、何か特徴はあるのですか。 

○事務局  区役所の隣にあるためではないかと。 

○委員  あそこは、車を区役所に止められるのですよね。 

○部会長  そうですね。 

○委員  真砂もそうですか。 

○事務局  真砂は駅の前です。京葉線の検見川浜駅前です。 

○事務局  稼働率に関しては、立地条件というのは非常に大きい条件だと思われます。 

○委員  でも幕張は頑張って、成果を出したということですね。 

○事務局  そう考えております。 

○委員  こういう資料の読み方、とてもいい資料だと思います。 

○委員  確かに「Ｓ」というのは、すばらしい評価ですね。 

○委員  私たしか前回、「Ｓ」つけてもいいんじゃないかと申し上げたような気がしま

す。 

○部会長  他に何かご意見ございますか。 

（なし） 

○部会長  では事務局のほうで意見を取りまとめますので、５分ぐらい休憩をとらせて

いただきます。 

（休憩） 

○部会長  それでは時間となりましたので、意見の取りまとめを行います。 

 皆様からさまざまなご意見いただきましたが、施設管理運営のサービス水準向上、業務

効率化の方策、また改善を要する点等の主な意見といたしましては、１、稼働率の増加に

伴い、慢性的に駐車場が不足しているので、事故等のないように駐車場の管理を行うこと。

２、利用者の増加に伴い、事故等の増加が懸念されることから、安全管理を徹底すること。

３、貸借対照表及び損益計算書については、良好であることから、倒産、撤退のリスクに

ついてはないと判断します。 

それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターの

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

いくことになりますが、詳細については、私と事務局にて調整することでご承認いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

（異議なし） 

○部会長  施設管理課におかれては、本部会で委員の皆様から示された意見を今後の施

設の管理運営に十分反映していただきたいと思います。 

 以上で、指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての審議は終了します。 

 最後に、議題２のその他ですが、事務局からお願いいたします。 

○事務局  それでは、事務局より１点、資料６をご覧ください。今後の予定についてご
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説明いたします。 

 本日、委員の皆様からいただきましたご意見につきましては、花見川部会長さんから選

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

意見として答申をしていただくという流れになります。 

 この委員会の答申を受けまして、市施設所管課が委員会のご意見を指定管理者評価シー

トに記載し、９月上旬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

知をいたします。 

 また、今回の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、同様に市ホーム

ページにて公表することになります。 

 なお、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いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はございますか。 

（なし） 

○部会長  特にないようですから、一応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、事務局にお返しをいたします。 

○司会  長時間にわたり、貴重なご意見、ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回花見川

区役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。 


