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平成２２年度第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会議事録 

 

１ 日時：平成２２年７月１６日（金） 午前９時３０分～１１時 

 

２ 場所：千葉中央コミュニティセンター８階 会議室「若潮」 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

木頭信男委員（会長）、篠原榮一委員、稲垣總一郎委員、横山清亮委員（副会長）、

小川真実委員 

（２）事務局 

鈴木市民局長、藤原市民部長、青葉生活文化部長、朝生市民総務課長、 

南雲市民総務課総括主幹、久我市民総務課長補佐、野本総務係長、小高主査、 

矢永主事 

 

４ 議題： 

（１）会長及び副会長の選出について 

（２）市民局所管の公の施設について 

（３）会議の公開について 

（４）部会の設置について 

（５）臨時委員の任期について 

（６）今後の審議予定について 

 

５ 議事の概要：  

（１）会長及び副会長の選出について 

  委員の互選により、木頭委員を会長に、横山委員を副会長に選出した。 

 

（２）市民局所管の公の施設について 

  市民局所管の２５施設について現状等を事務局が説明した。 

 

（３）会議の公開について 

  原則として公開とするが、募集要項、審査の配点等に関する確認の部分、指定管理予定

候補者の選定に関する部分については、非公開の取扱いと決定した。 

 

（４）部会の設置について 

  本委員会のもとに、市民・文化部会及び６つの各区役所部会を置くこと、また、部会の

議決をもって委員会の議決とすることと決定した。 

 

（５）臨時委員の任期について 

  臨時委員の任期についても、委員と同じく２年と決定した。 

 

（６）今後の審議予定について 

  今後の部会の日程等について事務局が説明した。 
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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。 

 皆さんお揃いになりましたので、ただいまから平成２２年度第１回千葉市市民局指定管理

者選定評価委員会を開会いたします。 

 申し遅れましたが、私は本日の司会を務めさせていただきます市民総務課課長補佐の久我

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。 

 傍聴人の方にお願いいたします。入室の際にお配りしております傍聴要領をお守りいただ

き、傍聴されますようお願いいたします。 

 なお、お守りいただけない場合は、退場願う場合がございますので、よろしくお願いいた

します。 

 また、九都県市首脳会議における「地球温暖化防止キャンペーン」の一環として「夏のラ

イフスタイルの実践」を実施しており、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、開会に当たりまして、本日の会議の所管局長でございます市民局長の鈴木から

ご挨拶を申し上げます。 

〇市民局長  皆様おはようございます。市民局長の鈴木でございます。 

 本来であれば、熊谷市長がご挨拶を申し上げるべきところでございますが、所用のため、

参れませんので、私からご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、大変お忙しい中、また、お暑い中を千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会にご出席をいただき、誠にありがとうございます。また、日頃より市政各般にわたり、

多大なるご支援、ご協力を賜り、深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 また、このたびは指定管理者選定評価委員会委員へのご就任をご快諾いただきましたこと、

厚く御礼を申し上げます。本来であれば、皆様お一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところ

でございますが、あらかじめお手元にお配りさせていただきましたので、何とぞご了承いた

だきたいと存じます。 

 さて、本市におきましては、公の施設の管理に関しまして、本年３月に「指定管理者の選

定等に関する条例」を定めまして、財務、法務等の専門家や学識経験者の皆様によって組織

されました当委員会を設置し、指定管理者の選定過程の透明性を図ることといたしたところ

でございます。 

 市民局では、２５の公の施設がございますが、そのうち２０の施設につきまして、平成２

３年度から新たな指定管理者を選定する予定でございます。 

 委員の皆様方には短期間でのご審議、採点等でお手数をおかけすることとなりますが、豊

富なご経験と、高いご見識によりまして、次期指定管理予定候補者をご選定いただきますよ

うお願い申し上げまして、簡単でございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○司会  続きまして、委員紹介に入らせていただきます。 

 本日は、指定管理者選定評価委員会を設置し、第１回目の会議でございますので、ご就任

いただきました委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 それでは、皆様、お手元の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会委員名簿」をご覧く

ださい。名簿の順にご紹介をさせていただきます。 

 最初に、公認会計士でいらっしゃいます木頭信男委員でございます。 

  次に、同じく公認会計士でいらっしゃいます篠原榮一委員でございます。 
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  次に、弁護士でいらっしゃいます稲垣總一郎委員でございます。 

  次に、同じく弁護士でいらっしゃいます横山清亮委員でございます。 

  次に、千葉大学法経学部准教授でいらっしゃいます、小川真実委員でございます。 

  以上、５名の皆様でございます。 

 なお、このほか、後に審議されます部会の構成員となられる臨時委員の方々が１８名加わ

る予定でございます。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 鈴木市民局長でございます。 

 藤原市民部長でございます。 

 青葉生活文化部長でございます。 

 朝生市民総務課長でございます。 

 南雲総括主幹でございます。 

 野本総務係長でございます。 

 小高主査でございます。 

 矢永主事でございます。 

 私、課長補佐の久我でございます。 

 なお、本日は、各部会の所管課長がこちらのほうに出席しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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。 

 配付資料は、本会議の次第、席次表、資料１の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

委員名簿」、資料２の「指定管理予定候補者選定の流れ」、資料３の「公の施設一覧」、資

料４の「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」

の案、資料５、「部会の設置について」の案、資料６、「臨時委員の任期について」の案、

資料７、「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」、資料８、「今後の審

議予定」、以上をお配りしております。おそろいでしょうか。不足等ございましたらお知ら

せください。 

 続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日の出席委員は５名中、５名で半数を超えておりますので、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。 

 なお、会長が決定するまでの間、藤原市民部長が仮議長を務めさせていただきたいと存じ

ますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○司会  それでは、藤原部長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長  市民部長の藤原でございます。ご承認いただきましたので、仮議長として会議

の進行を務めさせていただきます。協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 まず、議題に入る前に、本会に係る概要と指定管理予定候補者選定の流れについて、市民

総務課長から説明をお願いいたします。 

○事務局  市民総務課長の朝生でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、本会の概要でございますが、指定管理者制度につきましては、平成１５年の地方自

治法改正によりまして、従来、委託先が公共団体等に限定されていた公の施設の管理につき

まして、民間事業者なども含めた幅広い団体にゆだねることを可能といたしたもので、多様
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化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、市民

サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とされた制度でございます。 

 本市では、平成１７年度のアイススケート場を皮切りに、平成１８年度から既存の公の施

設につきまして一斉に５年間の指定期間で指定管理者制度を導入し、その後、新たに設置さ

れました施設につきましても、随時導入してきたところでございます。 

 また、先ほど局長からもございましたが、本年３月に指定管理者の選定に関する条例を定

め、その中で本委員会が位置づけられたところでございます。 

 平成１８年度に導入した施設につきましては、平成２３年３月末で期間が満了となります。

したがって、今年度に募集を行うこととなるわけでございまして、市民局の公の施設につき

ましては、２０施設につきまして、次期指定管理予定候補者の選定が必要となるもので、委

員の皆様にお願いをいたすものです。 

 なお、ほかの庁内の部局と比べまして、市民局所管につきましては、施設の数が大変多く、

各区役所が管理するコミュニティセンター等もございますことから、本日の会議以降につき

ましては、各部会を設けてご審議をいただきたいと考えております。 

 次に、「指定管理者予定候補者の選定の流れについて」でございますが、お手元の資料２

をご覧いただけますでしょうか。 

 まず、冒頭に書いてある第１回選定評価委員会、本日の会議でございます。こちらにおい

て会長さん、副会長さんの選任、そして施設の紹介、部会の設置、臨時委員の任期等につい

てお諮りする次第でございます。 

 次に、２段目のところでございますが、各委員の皆様におかれましては、市民・文化部会

及び各区役所部会に分かれていただきまして、７月３０日から８月１０日の間に募集要項、

管理運営の基準の案等についてご意見をいただくとともに、施設を見学していただく予定で

ございます。 

 そして、９月２７日から募集を開始し、１０月の下旬から１１月の下旬にかけまして、若

干部会ごとに期間がずれますが、指定申請書の受け付けを行うことと予定しております。 

 次の段に移りますが、第３回市民・文化部会を１１月中旬、第２回の区役所部会を１２月

上旬に行いたいと考えておりまして、こちらの場では、提案書の説明、プレゼンテーション、

採点等を行い、第１候補者の選定を行っていただく予定でございます。 

 また、あわせて非公募となります美術館の提案書についての意見聴取を行う予定でござい

ます。 

 委員の皆様の今年度の会議につきましては、以上でございます。 

 そして、その後、１２月の下旬には、仮協定の締結を行いまして、年明けの２月に指定議

案を議会に上程し、お諮りした後、議決の後に基本協定の締結を３月の下旬に行うことと予

定しております。 

 以上でございます。 

○仮議長  指定管理予定候補者選定の流れにつきましては、今説明のとおりでございます。

早速ですけれども、議題に入らせていただきたいと思います。 

 議題１の、「会長及び副会長の選出」を行いたいと思います。 

 会長の役割といたしましては、本委員会の議長を務めていただくほか、会議の招集、部会

の委員の指名、議事録の承認等、会を代表していただきます。 

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理していただく役割で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、会長の選出を行いたいと思いますが、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に

関する条例第９条第２項に基づき、互選により選出したいと思います。 
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 早速ですけれど、どなたか立候補、あるいは推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員  意見でよろしいですか。我々、全員、ほとんど知らないので、その人事に関して

は、藤原部長にお任せしたいと。 

○仮議長  今、委員のほうからご提案がございましたけれども、ほかに提案というか、ご

意見はございますか。 

○委員  おっしゃるとおりでお互いに面識がないので。 

○仮議長  委員、どうぞ。 

○委員  委員名簿を拝見させていただいて、役職等を考えたり、また顔ぶれを見る限り、

公認会計士の先生方から１名、弁護士の先生方から１名というのが妥当ではないかと思う次

第です。 

○委員  それでいいんですけど、ただお互いにどっちになるか。 

○仮議長  確かに、本日初めてお会いになって、急にといっても難しいかもしれませんが。 

○委員  前にも一度会ったことはあるんだけど、こちらの先生は。 

 だけど、僕は一応、協会の副会長をしておるので、私は委員長か副委員長になりますけど、

そういうことであれば。 

○仮議長  委員から、会長か副会長と、今お話がありましたけども。 

○委員  議長の任期は何年ぐらい、１年ごとですか。もう２年間。 

○仮議長  ２年でございます。 

○委員  持ち回りで順番に回ったら問題ない感じがしますが。 

○委員  一応、先にやる方を決めていただいたほうが。 

○委員  経営の実態を見るのは、公認会計士の先生のほうが、僕らよりか当然すぐれてい

ると思います。私たち情報を見る仕事でからね。 

○委員  一応、先生の提案がありますから、それに従って。 

○仮議長  それでは、委員から公認会計士、それと弁護士の方から１名ずつというような

ご提案がございました。また、委員から会長あるいは副会長をご承諾いただけるようなご意

見がございました。 

 そうしますと、弁護士の方からどなたか１名という形。 

○委員  では、公認会計士の方に会長さんをお願いただいて……。 

○委員  私、副会長であれば……、年齢的にも若いほうですので、経験ないものですから。 

○仮議長  先ほど、委員から会長あるいは副会長という形で、ご了解いただけるというこ

とでしたので、委員、会長という形でよろしいでしょうか。 

○委員  そういう体制であれば、お引き受けします。 

○委員  補佐していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○仮議長  では、木頭委員を会長に決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会会長に木頭委員を決定させ

ていただきます。 

 次に、副会長でございますけれども、横山委員のほうで副会長にという形がございました

ので、横山委員を副会長に決定してよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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○仮議長  それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会副会長に横山委員を決定さ

せていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 それでは、ここで、会長、副会長から一言ご挨拶をいただきたいと存じます。 

 初めに、会長から、よろしくお願いいたします。 

○会長  何となく流れでこうなってしまいましたけれども、あと２年間、よろしくどうぞ

ご指導をお願いいたします。 

○仮議長  続きまして、副会長にお願いいたします。 

○副会長  僣越ながら、副会長を務めさせていただきます横山と申します。２年間、会長

を補佐してやっていきたいと思います。ただ、何分、力不足でありますので、ご指導、ご鞭

撻賜りますよう、よろしくお願いします。 

○仮議長  ありがとうございました。 

 会長、副会長が選出されましたので、ここで市民局長より、会長に指定管理者選定の諮問

をさせていただきます。 

〇市民局長  それでは、市長にかわりまして、指定管理予定候補者の選定についての諮問

をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（市民局長 諮問書交付） 

 

○仮議長  仮議長を務めさせていただきましたが、ここで議長を会長と交代したいと存じ

ます。 

 会長には、会長席に移動していただき、議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

 

（会長 会長席へ移動） 

 

○議長  それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。ご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 議題２の「市民局所管の公の施設について」に移ります。 

 まず、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、お手元の資料の３、Ａ３縦長の資料でございます。表形式になって

いる資料３をご覧いただけますでしょうか。 

 市民局所管の公の施設につきましては、ご覧の表の２５施設でございます。このうち、網

かけのかかりました５つの施設を除く２０の施設につきまして、今年度選定をお願いするも

のでございます。 

 はじめに、その除きました５つの施設でございますが、２番目の高原千葉村でございます

が、直営の施設ということで、選定の対象となっておりません。 

 次に、５番目の花見川緑地交通公園でございますが、こちらについては委託となっており

ます。 

 次に、１２番の、文化交流プラザでございますが、こちらにつきましては、平成２０年４

月から平成２４年度末までの５年間の指定期間となっておりまして、今年度の選定対象では

ございません。 

 続きまして、１３番の女性センターでございますが、福祉施設との複合施設でございまし

て、現在、施設全体の管理の方針について、調整中でございます。 

 最後に、１７番、花島コミュニティセンターでございます。こちらにつきましては、来年
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度から切りかえる施設でございますが、都市公園施設及び体育施設との複合施設を一括公募

しようとするもので、教育委員会の選定評価委員会に選定をお願いするものでございます。 

 続きまして、選定をお願いいたします２０施設でございます。 

 冒頭の１番、中央コミュニティセンターでございます。この建物の中にございます。こち

らにつきましては、現在、株式会社千葉マリンスタジアムが指定管理者となっておりまして、

今回の募集につきましても単独の公募ということを予定しております。 

 次に、３番目の中央立体駐車場並びに４番目の栄町立体駐車場でございますが、同じ事業

内容の施設を一括公募することによりまして、より効率的な運営が図れるように一括公募と

しているところでございまして、現在の指定管理者は、アマノ株式会社、株式会社エー・エ

ム・エスの共同事業体によるものでございます。 

 今回の募集につきましても、一括の公募を予定しているところでございます。 

 続きまして、６番、７番、８番の市民会館、文化センター、若葉文化ホールでございます。

こちらにつきましては、平成１８年の公募のときに、文化ホール関係を３施設、一括公募を

したところでございまして、千葉市文化振興財団が指定管理者となっております。 

 そして、１段下の９番、美浜文化ホールでございますが、平成１９年７月に新たに開館し

た施設でございまして、アートウインド運営企業体が現在指定管理者となっております。 

 先ほどの３つのホール及び今の美浜文化ホールを、今回につきましては、４館一括として

公募を予定しているものでございます。 

 次に、１０番の美術館でございます。現在、千葉市教育振興財団が指定管理者となってお

ります。こちらにつきましては、今回から非公募という形で特定団体への指定管理に切り変

わる予定でございます。 

 次、１１番の市民ギャラリー・いなげでございます。こちらにつきましては、現在千葉市

教育振興財団が指定管理者となっておりますが、今回も単独の公募を行っていこうとするも

のでございます。 

 以上が、市民・文化部会で所管していただく公の施設でございます。 

 続きまして、区役所の所管しております施設に入らせていただきます。 

 初めに、中央区の１４番、蘇我コミュニティセンターでございます。こちらは、現在株式

会社千葉マリンスタジアムが指定管理者となっておりまして、今回も単独公募を予定してお

ります。 

 続きまして、１５番の畑コミュニティセンター、花見川区になりますが、こちらは現在ア

クティオ株式会社が指定管理者となっておりまして、今回も単独公募を行おうとするもので

ございます。 

 同じく、幕張コミュニティセンター、こちらは株式会社千葉マリンスタジアムが指定管理

者となっておりまして、今回も単独公募を予定しているものでございます。 

 １７番につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 そして、稲毛区でございますが、１８番の穴川コミュニティセンター、こちらは株式会社

京葉美装が指定管理者となっておりまして、今回につきましても、単独公募を予定するもの

でございます。 

 同じく、稲毛区、１９番、長沼コミュニティセンターでございますが、こちらについては、

長沼コミュニティセンター支援グループが現在指定管理者となっておりまして、今回も単独

の公募を予定しているものでございます。 

 続きまして、若葉区でございます。２０番の都賀コミュニティセンターでございますが、

現在、アクティオ株式会社が指定管理者となっておりまして、今回も単独の公募を予定して

いるものでございます。 
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 同じく、若葉区で、２１番、千城台コミュニティセンターでございます。先ほどの文化ホ

ール関係で出てまいりました若葉文化ホールとの複合施設でございまして、さらに千城台の

市民センター、青尐年サポートセンターも一つとなった複合施設でございます。こちらにつ

きまして、先ほどの文化施設と一括の公募という形になります。 

 続きまして、緑区でございますが、２２番の鎌取コミュニティセンター、現在株式会社山

武が指定管理者となっておりまして、今回も単独の公募をするものでございます。こちらに

つきましては、市の直営でございますが、緑図書館、それから青尐年サポートセンターの複

合施設でございまして、この建物管理も含んでおります。 

 次に、同じ緑区、土気あすみが丘プラザでございます。現在、株式会社東急コミュニティ

ーが指定管理者となっておりまして、複合施設として、緑図書館の分室も同じ建物の中にご

ざいます。こちらにつきましても単独の公募となっております。 

 続きまして、美浜区の２４番、高洲コミュニティセンターでございます。あわせて２５番

の真砂コミュニティセンターでございますが、こちらにつきましては、現在、前回の募集も

一括公募でございましたが、株式会社千葉マリンスタジアムが指定管理者となっており、今

回も一括公募という形を予定しております。 

 また、お手元に施設のリーフレット等も写真及びパンフレット等をご用意しておりますの

で、後ほどご覧いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

○議長  ただいま事務局からの説明について、何かご質問がございますか。 

○委員  今現在の管理者のうち、いわゆる市の管理は、ここの（財）と書いてあるところ

なんでしょうか、それ以外にあるんでしょうか。例えば、千葉マリンスタジアムは関係ない

ですよね。 

○事務局  市のいわゆる外郭団体としては、委員さんおっしゃるように（財）と書いてあ

る教育振興財団及び文化振興財団でございます。千葉マリンスタジアムにつきましては、市

の出資はしておりますけれども、市のいわゆる外郭、直接の外郭団体ではない形です。 

○委員  これ、今回の応募には、市の関係団体は応募できるんですか、禁止はしてないん

ですよね。 

○事務局  応募はできます。 

○議長  議長から質問ですが、（財）のいろんな団体に関しては、市の関係者が出向する

とか、そういった事態はありませんか。 

○事務局  外郭団体では、従前は、いわゆる派遣職員という形で市の職員が出向しており、

現在も若干残っている組織もございますが、大分減っておりまして、平成２４年度までに基

本的には、派遣職員は解消していく予定となっております。現在も、かなり尐なくなってき

ております。 

○議長  何かほかに質問ございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 

（な  し） 

 

○議長  それでは、次に移りたいと思います。 

 議題３の会議の公開について、事務局から説明していただきます。 

○事務局  それでは、資料４の「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」をご覧ください。 

 初めに、１の「会議の取り扱いについて」でございますけれども、指定管理者選定評価委
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員会の会議につきましては、公開を基本としております。ただし、募集条件、審査基準及び

指定管理予定候補者の選定に関する事項を審議する場合は非公開とするというものでござい

ます。 

 また、（２）にございますが、会議の全部又は一部を非公開とする必要がある場合は、会

長の決定により全部又は一部を非公開とすることができるとしているものでございます。 

 続きまして、２の「議事録の確定」でございます。 

 議事録は、事務局が作成した議事録の案に対しまして、会長さんのご承認により確定をす

ることとするものでございます。 

 また、そのご承認につきましては、会長さんの署名により行うものとするということにし

たものでございます。 

 最後に、３番目の「部会の会議への準用」でございますが、先ほど申し上げましたように、

今後の委員会につきましては、各部会を設置して行っていくわけでございますが、その部会

の会議につきましては、公開の取り扱い、また、議事録の確定については、この規定を準用

するものとしまして、その会長の部分につきましては、部会長という形に読みかえて準用す

るということとしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長  何かご質問ありますか。 

○委員  議事録なんですが、これはいわゆる一言一句までの議事録なのか、抄録というん

ですかね、どちらを想定しているのですか。 

○事務局  議事録でございますか。 

○委員  我々、あちこちで発言全部が載っているのが多いんですよ。それか抄録か、どち

らを予定しているのか。 

○事務局  今のお話の言葉を借りると、いわゆる抄録という形です。 

○委員  一般的に言って、今、全文が多いんですよ、僕なんか出席で、いろんなところへ

入って。これは、抄録というのは、市の何かで決まっているのか、これを見るとわからない

じゃないですか。だから、要約とか、何かそれを書いたほうが、これを見ると、一般的にい

うと、僕、全文に見られてしまうような気がするんですよ。一言一句載ってしまう。だから、

非常に発言に気をつけなければならないんですが、抄録だと安心して発言できるかなという

部分もあるんですが。 

 よく使われるオフレコってありますよね。あれはもうだめなんだと、こういう公式の場で、

オフレコと言っても全部載るという話も聞いています。だから、今傾向としては厳しい方向

に行ってるんだけど、僕は抄録のほうがいいですから。ただ、これではっきり書いておかな

いと、後で何か言われるような気もするんです。何というんですか、こういうときは。 

○委員  要は、抄録にするのか逐語にするのかということですね。 

○議長  それぞれに一長一短があるんで、それは事務局にお任せするということでいかが

でしょうか。 

○事務局  それでは、後ほどまたご説明をさせていただきたいと思います。 

○委員  その時々の議事で、ここはここまで書かないでとか、結論として、何々を議論し

たというだけじゃ何のことかわからないですので、質問と、両方載せるかとなってくると、

逐語訳に近くなってきますよね。 

○委員  あまり簡単だと、文句言われちゃうんですね。ただ、やはり質問の本当の、こう

いうことを質問したとか、こう答えたぐらいまでかなという、その程度の問題だろうと思う

んですけどね。簡単にすると大体１ページというのが多いんですけど、それだと、何を議論

して賛成したのか、それでいいものかというか、ただ、僕、ここの千葉市の慣行を知りませ
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んから、ちょっとご質問させていただいたんですが、ただ、今だんだん細かくなっていくな

という傾向で、だから一言一句だとお金がかかり過ぎるなと。きのうも、あるところで６時

間やったんですけど、膨大な量だと思うんです。全部録音して、女性の方が必ず２人ついて

やるから、そっちのお金のほうが心配で。 

 だから、僕も抄録でいいとは思うんですけど、ほどほどにしていただいたほうが。 

○議長  その件に関しては、一応いろんな意見がございますので、市民局のほうにお任せ

すると。 

○委員  こういう場合、会長一任でしょう。 

○議長  じゃあ、会長と市民局で協議して決めさせていただきます。 

○事務局  かしこまりました。 

○議長  それでは、第３の会議の公開については、事務局の案でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○議長  異議がなければ、次に進ませていただきます。 

 それでは、本委員会では募集要項、審査の配点等に関する確認の部分、指定管理予定候補

者の選任に関する部分については、非公開の取り扱いと決定いたします。 

 次に、議題４の部会の設置についてですが、議題２での事務局の説明によりますと、今年

度本委員会で指定管理者を公募する市民局の施設は多いようですが、それを踏まえて事務局

より説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、お手元の資料の５をご覧いただけますでしょうか。 

 今、お話がございましたように、大変多くの施設を選定していく中で、部会を設置して運

営を行っていかなければ、会議の運営が非常に困難となることから、ご覧の表のような形で、

部会を設置しようとするものでございます。 

 初めに、市民・文化部会でございますが、市民部及び生活文化部の各課が所管する施設、

先ほどの表の上段の部分でございますが、こちらに係るものに関する事項を審議するもので

ございます。 

 そして、以下、各区ごとに部会を設けておりますが、先ほどの一覧の表の下段にございま

す各区に置かれているコミュニティセンターの選定に係る部分についてのご審議をいただく

部分でございます。 

 また、一番下に、２として書かれておりますが、各部会の議決をもって委員会の議決とす

るように条例でも規定されているところでございます。 

 以上でございます。 

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

 

（な  し） 

 

○議長  意見がないようなので、次に入ります。 

 それでは、議題４の部会の設置については、事務局の案としてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○議長  異議がないようなので、また次に行きます。 

 それでは、本委員会のもとに、市民・文化部会及び６つの区役所部会を置くこと、また部
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会の議決をもって委員会の議決とすることと決定します。 

 次に、議題５の臨時委員の任期についてですが、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、お手元の資料６をご覧ください。 

 ここに２行で書かれておりますけれども、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会に臨時

委員を置く場合における臨時委員の任期を２年とするものでございまして、ただし、委員の

任期を超えることはできないとしたものでございます。 

 ここの「委員」という部分につきましては、本日お集まりいただいております選定評価委

員の皆様の任期のことでございまして、本日からの２年間でお手元に配付という形にさせて

いただきました委嘱状に書かれております「平成２４年７月１５日」が委員の任期の終期と

いう形になります。具体的にいいますと、臨時委員の方につきましても、今後、各部会が開

かれるときに、本日の５名の委員さんの中から２名の委員さんがそちらの部会にもそれぞれ

ご出席いただきまして、また各部会では、３名の臨時委員を設けていくわけですが、その臨

時委員の任期につきましては、やはり部会の１回目が開かれる日が任期の始まる始期となり

まして、ただし、終期はちょうど２年後ではなく、今回の委員の皆様と同じ「２４年７月１

５日」とするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長  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。 

○委員  今、政府の委員は閣議決定で１０年継続することができるようです。僕は船橋の

委員を実は１０年やっていまして、つい最近、ある市で、同じように僕は委員をしています

が、８年。今回の件は継続してどのぐらいというか、それは明確にないんでしょう。 

○議長  再任を妨げないとか、そうじゃないかということですね。 

○委員  そうそう、再任は妨げないけど、最高何年という決め方を閣議決定では１０年、

再任は妨げないけど１０年を最長とする、何かあるんでしょうか。 

○事務局  今、委員のお話がありましたように、条例による規定の中では、２年の任期で、

その後、再任を妨げないということで、今、委員がおっしゃった、年数については、今回の

会議については、特に設けておりません。 

○委員  千葉市も、よく何というのか、長過ぎるんじゃないかという話があるような気が

するので、最近はどうも任期も設けているんじゃないか、任期というか、最長を設けている

んじゃないかな。 

○議長  事務局のほうで判断すればいいかと思うんですが。 

○委員  条例自体には任期、再任のことは書いてないですよね。だから、運用なんですよ、

事実上の。 

○議長  それでは、臨時委員の任期についても、常任委員と同じく２年とします。 

 最後に、議題６の今後の審査日程についてですが、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、お手元の資料８をご覧いただけますでしょうか。Ａ５の横判、こち

らでございます。 

 先ほど、冒頭に資料２をもちまして全体の流れをご説明させていただいたところでござい

ますが、直近の審議予定についてご説明させていただきます。 

 まず、７月３０日及び８月５日に第１回と第２回の市民・文化部会をお願いいたします。

こちらにつきましては、本日の委員さんの中からは、篠原委員と稲垣委員にご出席をいただ

こうと予定しております。 

 こちらの会は、先ほど申しましたが、募集要項、管理運営の基準をお諮りするとともに、

施設を具体的に拝見していただく形を予定しております。 

 続きまして、各区の部会でございますが、ご覧にあるような形で予定をしております。 



12 

 こちらにつきましても、施設見学とか、それから募集要項、管理運営の基準等についてお

諮りをするところでございます。 

 こちらの会議、大分日も近づいてまいりましたが、また詳細については、各委員さんに別

途ご連絡をしてご説明をさせていただきますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長  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。 

○委員  臨時委員はまだどこに配属されるか決まってないんですか。 

○事務局  基本的に今、その案は、ほぼでき上がっておりますが、またそれも別途ご連絡

をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長  そのほかに何かございますか。 

 

（な  し） 

 

○議長  それでは、一応これで終わりということで。皆様方のご協力により、本日の議事

はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○司会  長時間にわたり、慎重審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２２年度第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会を閉会い

たします。 

 なお、次回の会議は、先ほどご説明しましたとおり、部会の開催となります。開催時期が

近づきましたら、事務局より再度ご案内申し上げます。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


