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平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回稲毛区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月１０日（火） 午後１時３０分～午後２時２０分 

２ 場所：穴川コミュニティセンター３階会議室 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山清亮委員（部会長）、木頭信男委員（副部会長）、淡路睦委員、 

池田博委員、清宮亮二委員 

（２）事務局 

弓削田稲毛区長、町長地域振興課課長、山崎地域振興課課長補佐、 

末永振興係長、齊藤主査補 

４ 議題： 

（１）第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

（２）部会長及び副部会長の選出について 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項について 

（４）今後の審議予定について 

５ 議事の概要：  

（１）第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

                資料３－１～３により、同委員会における決定事項を説明し、本部会において、 

了承を得た。 

（２）部会長及び副部会長の選出について 

                       「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４項」に基づき、 

互        互選により、部会長には横山清亮委員を、副部会長には木頭信男委員を選出した。 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項について 

   募集条件等については、資料５－１、２、３、５の「募集要項」、「管理運営の基準」、

「提案様式集」、「協定書案」により、また、審査配点等については、 

資料５－４の「審査項目一覧表及び採点表」により説明し、その他施設概要等について

は、資料４－１～３により説明し、概ね了承を得た。 

（４）今後の審議予定について 

   第二回稲毛区役所部会は１２月２日（木）に開催することとする。会場、時間等詳細

は、文書にて別途ご案内する。 

６ 会議経過： 

○司会 こんにちは。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。 

 定刻で、皆さんお揃いですので、ただ今より、平成２２年度千葉市市民局指定管理者選

定評価委員会第１回稲毛区役所部会を開会いたします。 

 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稲毛区役所地域振興課 

課長補佐の山崎と申します。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。 
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 また、議事録を作成する都合上、録音をさせていただきますので、ご了承いただきたい

と存じます。 

 それでは、開会に当たりまして、本日の会議の所管でございます稲毛区長の弓削田より

ご挨拶を申し上げます。 

○稲毛区長  それでは、稲毛区長の弓削田でございます。 

 本日は、市民局の指定管理者選定評価委員会稲毛区役所部会にご出席をいただきまして、

ありがとうございます。 

 また、日頃から区役所の行政、業務にご理解とご協力をいただいておりまして、誠にあ

りがとうございます。 

 また、この委員会の委員をお受けいただきましてありがとうございます。 

 臨時委員さんにつきましては、今回初めての会議ということで、大変恐縮ですが、お手

元に委嘱状の方を置かせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 千葉市の指定管理者制度につきましては、平成１７年度のアクアリンクちばのアイスス

ケート場を皮切りに、その後、平山町にございます斎場など、２３０施設、公の施設に指

定管理者指定をしておりまして、今回といいますか、来年３月いっぱいで更新されるもの

が１０３施設ございます。そのうち、稲毛区役所の所管がこの穴川と長沼のコミュニティ

センターの２施設が該当するものでございます。 

 今回、市の選定評価委員会が条例で定められたわけですが、今回は財務、あるいは法務

等の専門的知識、あるいは経験を有する方々、さらに学識経験者などから構成する委員会

を組織しまして、各分野の専門性、あるいは幅広い知識をもとに選定していくということ

になりました。 

 この選定につきましては、期間が短くて恐縮でございますが、皆様の豊かな知識などを

十分に発揮していただきまして選定していただければと思いますので、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、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区役所部会を設置し、第１回目の

部会でございますので、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、資料１、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会稲毛区役所部会委員名簿を

ご覧ください。名簿の順にご紹介させていただきますが、最初に、常任委員からご紹介い

たします。 

 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、弁護士でいらっしゃいます、横山 清亮委員でございます。 

 続きまして、臨時委員のご紹介をいたします。 

 ちばぎん総合研究所主任研究員でいらっしゃいます、淡路 睦委員でございます。 

 市職員ＯＢでいらっしゃいます、池田 博委員でございます。 

 最後に、穴川町会会長でいらっしゃいます、清宮 亮二委員でございます。 

 以上、５名の皆様です。よろしくお願いします。 

事務局職員の紹介と挨拶 

 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。 

 配付資料ですが、まず、クリップ留めをしてあります、本会議の次第。次ページに席次
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表がございます。 

 次に、ホチキス留めをしてあります、資料１、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

稲毛区役所部会委員名簿。次ページの資料２、指定管理予定候補者選定の流れ。次ページ

の資料３－１、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。次ページの資料３－２、部会の設置について。次ページの資料３－３、臨時委

員の任期について。 

 次に、資料の綴りが変わりまして、穴川・長沼コミュニティセンターの写真がある資料

でございます。穴川・長沼両コミュニティセンター個別資料となっております。まず、穴

川コミュニティセンター分です。資料４－１、穴川コミュニティセンター施設概要になっ

ております。それから、資料４－２、穴川コミュニティセンター指定管理者評価シート。

資料４－３、穴川コミュニティセンター指定管理者運営状況確認表でございます。次に、

長沼コミュニティセンター分です。資料４－１、長沼コミュニティセンター施設概要、資

料４－２、長沼コミュニティセンター指定管理者評価シート。資料４－３、長沼コミュニ

ティセンター指定管理者運営状況確認表でございます。 

 資料の綴りが変わりまして、資料５－１と記載がある綴りをご覧ください。 

 こちらも長沼・穴川のコミュニティセンターは個別の資料となっております。まず、 

穴川コミュニティセンター分です。資料５－１、穴川コミュニティセンター指定管理者募

集要項（案）。それから資料５－２、穴川コミュニティセンター管理運営の基準（案）。 

資料５－３、様式集（案）でございます。穴川コミュニティセンター指定管理者指定申請

書類。それから、資料５－４、Ａ３で縦の書類になっておりますが、審査項目一覧表が 

２枚、それから次のページに採点表がございます。資料５－５、千葉市稲毛区穴川コミュ

ニティセンターの管理に関する基本協定書（案）。次に、長沼コミュニティセンター分にな

ります。資料５－１、長沼コミュニティセンター指定管理者募集要項（案）。資料５－２、

長沼コミュニティセンター管理運営の基準（案）。資料５－３、様式集（案）で、長沼コミ

ュニティセンター指定管理者指定申請書類。資料５－４、審査項目一覧表が２枚で、次の

ページが採点表になっております。資料５－５、長沼コミュニティセンターの管理に関す

る基本協定書（案）でございます。 

 資料の綴りが変わりまして、資料６－１と記載してあるものでございます。資料６－１、

千葉市コミュニティセンター設置管理条例。資料６－２千葉市コミュニティセンター設置

管理条例施行規則。資料６－３、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、

お配りしております資料は以上でございます。 

 すべてお揃いでしょうか。 

 

（資料を確認） 

 

○司会  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、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。 

 なお、部会長が決定するまでの間、稲毛区長が仮議長を務めさせていただきたいと存じ
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ますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○司会  それでは、区長、よろしくお願いします。 

○仮議長  それでは、仮議長として会議の進行を務めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。座って務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それではまず、議題に入ります前に、この委員会に係る概要と流れでございますが、 

資料に基づき、まず、予定候補者の選定の流れにつきまして、事務局から説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

○事務局  稲毛区地域振興課長の町長でございます。座って説明させていただきます。 

 まず、指定管理者制度についてですが、平成１５年の地方自治法改正により、同法第 

２４４条に規定された「公の施設」（地方自治体が住民の福祉の増進を目的とし、その利用

に供するために設けた施設）の管理に関し、従来、委託先が公共団体等に限定されていた

施設の管理について、民間事業者などを含めた幅広い団体に委ねることを可能としたもの

で、多様化する住民ニーズにより、効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に、

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

を目的としています。 

 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

施設について一斉に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

れた施設につきましても、随時導入しております。 

 また、本年３月に指定管理者の選定に関する条例を定め、その中で本委員会も位置づけ

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、来年、平成２３年３月末で期間が満了と

なり、次期指定管理予定候補者の選定が必要となりますので、委員の皆様にお願いするも

のでございます。 

 なお、市民局は対象となる施設が数多く、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、部会を設けて、各部会に分かれて審議していただくことが第１回

選定評価委員会で決定しております。 

 次に、資料２の指定管理予定候補者選定の流れをご覧ください。 

 まず、表の一番上ですが、７月１６日に開催いたしました、第１回指定管理者選定評価

委員会におきまして、会長、副会長、部会の設置、臨時委員の任期等を決定いたしました。 

 次に、表の上から２番目の本日の稲毛区役所部会でございますが、本日の議題である、

募集条件、審査配点等に関する事項についてご審議いただき、その後、２施設を見学して

いただく予定となっております。 

 今後、９月２７日に指定管理予定候補者の募集を開始し、１１月１日から５日までの間、

指定申請書の受付を行う予定でございます。 

 次に、第２回稲毛区役所部会を１２月２日（木曜日）に行い、提案書の説明、ヒアリン

グ、採点等を行い、第１順位の指定管理予定候補者等を選定していただく予定でございま

す。委員の皆様の今年度の会議は以上となります。 
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 その後、翌年１月下旬に第１順位の指定管理予定候補者と仮協定を締結し、引き継ぎ等

を開始いたします。また、２月の第１回千葉市議会定例会に指定議案を上程し、お諮りし、

議決をいただいた後、基本協定を締結いたします。 

 以上でございます。 

○仮議長 それでは、予定候補者選定の流れのご説明をいたしましたけれども、何かござ

いますでしょうか。 

 

（な し） 

 

○仮議長 それでは、なければ議事進行させていただきますが、議題の１になりますけれ

ども、第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について、これは

資料の３－１でございますが、そちらをご覧いただきながら、報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、７月１６日に開催された第１回市民局指定管理者選定評価委員会に

おいて、資料３－１から３までの内容が決定されましたのでご報告いたします。 

 それでは、資料３－１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

についてご覧ください。 

 はじめに、１の会議の公開の取り扱いについてですが、指定管理者選定評価委員会の会

議につきましては、公開を基本といたしますが、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会議は、非公開とするものでございます。 

 また、会議の全部、または一部を非公開とする必要がある場合における当該会議の全部

または一部を非公開とする旨の決定は、会長が行うものでございます。 

 次に、２の議事録の確定についてでございますが、議事録は事務局が作成した議事録の

案に対する会長の承認により確定するものとすること。また、その承認は会長の署名によ

り行うものとすること。 

 この規定は、部会を設置した場合における部会の会議において準用するものであること。 

 また、この場合において、これらの規定中、会長とあるものは、部会長とすることを規

定するものでございます。 

 続きまして、資料３－２、部会の設置についてをご覧ください。 

 多くの選定を５人で行うことは非常に困難であることから、部会を設けて選定していく

こととし、市民・文化部会においては、委員会の所掌事務のうち、市民部及び生活文化部

の各課が所管する施設（千城台コミュニティセンターを含む）に係るものに関する事項の

審議に関することを所掌事務とし、以下、中央区役所部会から美浜区役所部会については、

委員会の所掌事務のうち、各区役所の地域振興課が所管する施設に係るものに関する事項

の審議に関することを所掌事務とするものです。 

 また、部会の議決をもって委員会の議決とします。 

 続きまして、資料３－３、臨時委員の任期についてをご覧ください。 

 臨時委員を置く場合の任期を２年とし、ただし、委員の任期を超えることができない旨

を定めたものでございます。 

 臨時委員の任期につきましては、具体的には、任期の始期については、各部会の第１回

の開催日からとし、終期につきましては、常任委員の皆様の任期満了日と同一の平成２４
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年７月１５日とするものでございます。 

 以上でございます。 

○仮議長 それでは、ただいま選定評価委員会で決定しております会議の公開、あるいは

議事録の作成、さらに部会の設置と臨時委員の任期ということでご報告させていただきま

したけれども、何かご質問がございますでしょうか。 

○仮議長 これは、これまでの長年の地域活動を通じた識見というものに着目しまして、

推薦されているわけでございますので、交代は予定しておりません。 

○委員 ああ、そうですか。わかりました。 

○仮議長 それでは、よろしければ、次、議題の２でございますが、部会長と副部会長の

選出を議題とさせていただきます。 

 部会長の役割につきましては、本部会の議長を務めていただくとともに、部会の招集、

議事録の承認、部会での議決事項を選定評価委員会の会長へ報告することなど、部会の 

事務を掌理していただくこととなります。 

 また、副部会長は、部会長を補佐して、部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。 

 それでは、まず資料の６－３を見ていただきたいと思いますけれども、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４項に定められておりますが、互選

による選出ということとなっておりますので、この５名の方で組織する中から選んでいた

だくというものでございます。どなたか推薦をされる方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員 一応、（他区の区役所部会の）２回の部会で、横山委員に、こちらの部会長になっ

ていただくという話がありましたので、横山委員にお願いします。 

○仮議長 それでは、ただいま委員さんの方から、横山委員さんを推薦する旨のご発言が

ございましたが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長 では、ご異議がないようですので、部会長に横山委員さんを決定させていただ

きます。 

 次に、副部会長の選出を行いたいと思いますが、こちらも互選により選出することと相

なっております。どなたか、ご推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

 委員さん、どうぞ。 

○委員 木頭委員を推薦いたします。 

○仮議長 では、委員さんから木頭委員さんを副部会長にというご推薦がございました。

いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長 ご異議がございませんので、木頭委員さんを副部会長にということに決定をい

たしました。 

 ご協力ありがとうございました。 
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 それでは、部会長、副部会長さんからご挨拶をお願いしたいと思います。 

○部会長 このたび部会長となりました横山です。頑張ってやりますので、よろしくお願

いします。 

○仮議長 続きまして、副部会長の方からお願いします。 

○副部会長 副部会長の木頭です。私は、お隣におられる淡路さんと２０年来のつき合い

がありまして、この選定評価委員会でお会いしたというような状況でございます。 

○仮議長 それでは、席の方を移っていただきたいと思いますので。 

 

（委員は部会長席へ移動） 

 

○仮議長 では、進行の方、よろしくお願いします。 

○議長  では、次第に従いまして、議事進行をしていきたいと思います。 

 議題の３、募集条件、審査配点等に関する事項についてですけれども、この案件につい

ては、関係規則によって、ただし書きによって、非公開と決定しているため、非公開とさ

せていただきます。 

 それで、議題３について事務局の方から説明をお願いします。 

○事務局  それでは、初めに、資料４－１、施設の概要について、今年度の募集を行い

ます、稲毛区役所所管の穴川・長沼の２コミュニティセンターについてご説明申し上げま

す。 

 なお、穴川・長沼コミュニティセンターで資料が異なりますので、資料を分けて綴じて

おりますので、あらかじめご承知おきください。 

 それでは、初めに穴川コミュニティセンターの施設についてご説明申し上げます。 

 資料の２ページをお開きください。 

 所在地はＪＲ総武線稲毛駅から徒歩で約１５分の穴川４丁目に位置しており、敷地面積

約２，１００平方メートル、鉄筋コンクリート３階建てで、延床面積は約２，６５０平方

メートルとなっております。開所は平成４年４月で、本施設周辺には稲毛区役所、稲毛保

健福祉センター、稲毛消防署、穴川中央公園があります。 

 昨年度の利用者数は１５万３，０５７人で、１日当たりは約４３２人の利用者数になり

ます。 

 続いて、長沼コミュニティセンターの施設の概要についてご説明申し上げます。 

 資料の２ページをお開きください。 

 所在地は主要地方道「浜野四街道長沼線」に隣接する長沼町に位置しており、敷地面積

約４，５２０平方メートル、鉄筋コンクリート３階建てで、延床面積は約２，６５０平方

メートルとなっております。開所は平成１８年４月で、本施設はコミュニティ施設の単独

施設でございます。 

 昨年度の利用者数は８万２，９３７人で、１日当たりでは約２３５人の利用者数になり

ます。 

 続きまして、資料４－２ですが、穴川・長沼の２コミュニティセンターの管理運営の状

況や提案内容の達成状況を記載した資料として、平成２１年度指定管理者評価シートを、

資料４－３では、指定管理者の運営状況を項目毎に評価した指定管理者運営状況確認表を
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同じく穴川・長沼の２コミュニティセンターについて参考添付してありますので、ご確認

をお願いします。 

 なお、資料４－３については公開の対象となっておりませんので、取扱いにご注意くだ

さるようお願い申し上げます。 

 次に、資料５－１、募集要項についてご説明申し上げます。 

 この要項では、募集の趣旨や指定管理業務の内容、応募手続、審査選定など、募集の骨

格が定めてあります。そのうち、主な点について掻い摘んでご説明申し上げます。 

 なお、資料５の説明に入る前に、あらかじめ申し上げます。 

 資料は、資料４と同様、穴川・長沼コミュニティセンターで、資料が異なっている関係

上、資料を分けて綴じております。そのため、資料は穴川コミュニティセンターの資料を

使ってご説明させていただき、各センターで異なる点については、資料毎に必要な補足説

明をさせていただきますので、ご承知おきください。 

 それでは、２ページをお開きください。 

 １に、指定管理者募集の趣旨を定めています。具体的には、指定管理者制度導入に係る

経緯等が記されております。 

 次に、３ページをお開きください。 

 ３の公募の概要ですが、管理対象施設、指定期間、業務の内容、選定の手順について 

定めたもので、記載のとおりでございます。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 ４の管理対象施設の概要ですが、地域コミュニティにおける活動と連帯感の醸成の場で

ある、コミュニティセンターの設置目的及び施設の概要等を定めております。 

 次に、５ページをお開きください。 

 ５として、指定管理者が行う業務の範囲を定めたもので、各施設の貸出等の施設管理業

務や、保守管理、清掃などの維持管理業務、事業計画書、事業報告書、事業評価などの経

営管理業務、また、設置目的や住民ニーズを反映した主催事業をはじめとした自主事業に

ついて定めております。 

 次に、６の市の施策等との関係ですが、市に代わって公の施設を管理するものとして、

市の施策を理解し、市と同様に実施することが必要なことから、市の施策に対する協力、

市内産業の振興、市内雇用等への配慮、男女共同参画社会の推進や環境への配慮、災害時

の対応などについて定めております。 

 次に、７ページをお開きください。 

 ７の指定管理者の公募手続ですが、説明会の実施から協定書の締結までの手続等につい

て定めたもので、このうち（１）の募集要項等に関する説明会については、説明会におい

て過去の利用実績や清掃等に係る具体的な基準内容等の説明や参考資料の配付を行います。  

したがいまして、応募者においては必ず出席することなどが定められております。 

 次に、１０ページから１２ページ、８の応募に関する事項についてですが、応募者は 

説明会に出席した法人等とし、重複して提案することが禁止されております。また、留意

事項といたしまして、選定評価委員会委員、本市職員その他本件関係者に対しては、本件

提案についての接触を禁じており、接触の事実が認められた場合には失格となる恐れがあ

るとされております。その他、応募書類は理由の如何を問わず返却しないものとし、千葉
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市情報公開条例に規定する公文書として開示請求の対象となり、公表に応じない場合には、

事前に応募時の条件として、応募書類の概要書を別途作成して提出していただくといった

事項が定められております。 

 次に、１３ページをお開きください。 

 ９の経理に関する事項についてですが、指定管理者の収入として見込まれるものや、管

理経費等について定めたもので、このうち、今回導入したものとして、次ページ、１４ペ

ージの（４）利益等の還元でございますが、指定管理者は、利用料金収入、指定管理委託

料及び自主事業による収入が管理経費を大きく上回り、大幅な利益が見込まれる場合に、

その利益の一部を市に還元することを定めたもので、大幅な利益の額の還元方策等は応募

者に提案していただきます。 

 なお、大幅な利益の算定方法及び還元方策等の基本的な考え方は基本協定で、その具体

的な算定方法、算定時期、還元方策、還元時期等は、年度協定でその詳細を定めることと

しております。 

 最後に、穴川コミュニティセンターと長沼コミュニティセンターにおける応募要項の違

いでございますが、穴川コミュニティセンターは施設が複合施設であることから、駐車場

管理業務及び警備業務が盛り込まれていないのに対しまして、長沼コミュニティセンター

は単独施設であることから、これらの業務が盛り込まれている点でございます。 

 募集要項につきましては、以上となります。 

 続きまして、資料の５－２、管理運営の基準について、掻い摘んでご説明申し上げます。 

 この管理運営の基準は、管理業務を指定管理者に任せる上で、市の公の施設として管理

運営するための最低限の基準を定めたものとなります。 

 ２ページをお開きください。 

 １のコミュニティ事業に関する管理運営の基準については、地域コミュニティにおける

活動と連帯感の醸成の場であるコミュニティセンターにおける運営のあり方等について示

したもので、コミュニティ活動の場と機会の提供や情報、相談、交流事業の実施などにつ

いて定めたものでございます。 

 次に、２の施設の運営に関する業務の基準でございますが、今回からより多くの方々に

利用していただくために、基本要件として利用者サービスの向上や利用率の向上及び施設

の有効活用に努めることについて明示するとともに、利用時間や職員の配置、使用許可、

施設の使用受付、避難所の対応などを定めたものでございます。 

 また、４ページ後段の（６）コミュニティセンター運営懇談会の運営補助でございます

が、コミュニティセンターの運営のあり方等について、利用者や地域の代表の方から意見

をいただくために設置することとしたものでございます。 

 次に、５ページをお開きください。 

 ３の施設の維持管理に関する業務の基準についてですが、施設の維持管理にあたっては、

市が指定する管理仕様書に従うほか、関係法令、市の基準等に従うこととし、本施設のみ

ならず、本施設周辺環境の維持向上に努めることについて定めたものでございまして、具

体的な管理の仕様等は、説明会で説明及び参考資料の配布を行うこととしております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 ４の経営管理業務基準でございますが、事業計画書及び事業報告書の作成や施設維持管
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理業務の実施計画、経営管理業務や事業評価、また、毎年度締結する基本協定書（案）及

び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の年度協定を締結することなどについ

て定めたものでございます。 

 次に、１１ページをお開きください。 

 ５のその他業務でございますが、管理体制の整備等や各種記録の保管、保険及び損害賠

償などについて定めたものでございます。 

 次に、１２ページをご覧ください。 

 ６の自主事業でございますが、指定管理者が自主事業として、施設の設置目的及び地域

住民のニーズを反映した主催事業を行うことと、その際の留意点について定めたものでご

ざいます。 

 次に、７の留意事項でございますが、施設の運営や管理に係ること、またモニタリング

や法令遵守などの諸事項について定めたものでございます。 

 最後に、穴川コミュニティセンターと長沼コミュニティセンターの違いにつきましては、

先ほどの募集要項と同様でございます。 

 以上、管理運営の基準についてでございます。 

 続きまして、資料５－３の様式集（穴川・長沼コミュニティセンター）についてご説明

申し上げます。 

 資料５－３の１ページをご覧ください。 

 この様式集（穴川・長沼コミュニティセンター）は、指定管理者の指定申請書提出に当

たり、必要な様式を定めたもので、指定申請書関係書類として、１の指定管理者指定申請

書から１５の誓約書までを、２の提案書関係として、提案書様式第１号から第３５号を提

案書一式として必ず提出する書類としております。 

 その他といたしまして、説明会参加希望届から応募辞退届までの４様式を定めたもので

ございます。 

 いずれも９月２７日の応募開始時に市のホームページに公開する予定となっております。 

 最後に、穴川コミュニティセンターと長沼コミュニティセンターと様式が異なる点でご

ざいますが、提案書様式の１１ページをお開きください。 

 提案書様式第１１号中、複合施設の場合の管理協力関係、複合施設を含む近隣施設との

連携関係の考え方について、穴川コミュニティセンターは複合して管理する施設が存在し

ますが、長沼コミュニティセンターは単独施設であることから、複合施設の設問を省略し

ている点が異なります。 

 以上でございます。 

 続きまして、資料５－４、穴川・長沼コミュニティセンター審査項目一覧表及び採点表

（案）についてご説明いたします。 

 この審査項目一覧表及び採点表は、第２次審査時に応募者より提出された提案内容につ

いて、採点を行う際に使用するものでございます。 

 また、資料５－１、募集要項の１４ページの１０の審査選定の項目（２）において、２

次審査の方法等が定められておりますので、ご確認ください。 

 まず、採点方法についてご説明させていただきます。 

 資料５－４の１ページの上段枠外をご覧ください。 
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 採点は、５段階評価で２段階に分かれております。配点が５点の場合、５点が非常に優

れている、４点が優れている、３点が普通、２点が劣っている、１点が非常に劣っている

となっております。 

 次に、配点が１０点の場合、１０点が非常に優れている、８点が優れている、６点が普

通、４点が劣っている、２点が非常に劣っているとなっております。 

 続きまして、審査項目等について、掻い摘んでご説明させていただきます。 

 初めに、市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理その他市長が定める基準について

ですが、審査項目が１０項目で、配点割合が６０点。次に、市民サービスの向上について

ですが、審査項目が２項目で、配点割合が２０点。次に、施設の効用の発揮、施設管理能

力についてですが、審査項目が８項目で、配点割合が５０点、最後に、管理経費の縮減に

ついてですが、審査項目が２項目で、配点割合が２０点で、総合計１５０点となります。 

 なお、総合得点が最上位である場合でも、個別の審査項目に重大な欠落がある場合には、

第１順位にはなれないと定めております。詳しくは、募集要項の１５ページの下段枠外を

ご確認ください。 

 続きまして、資料５－５、千葉市稲毛区穴川・長沼コミュニティセンターの管理に関す

る基本協定書（案）について、同様に概要をご説明申し上げます。 

 基本協定書につきましては、設置者である地方自治体が指定管理者に業務を委任するう

えで取り交わす、いわゆる契約書に準ずるもので、市と指定管理者の間で委任する業務の

細目的事項について両者の間で協定書を締結するものでございます。 

 協定書の内容は、公募要項、業務基準書、指定管理者が提出した提案書などの記載事項

をもとに、指定管理者候補として決定した後の協議を踏まえ、作成されることとなります

が、本日、ご覧いただいているものは、その基本となるものでございます。 

 この協定書の内容につきましては、業務内容など詳細が必要な項目について、協定書に

すべて書き込むのではなく、別途、仕様書を作成して添付することとなります。 

 なお、今回、区役所部会の所管で使用する協定書につきましては、指定管理者制度に係

る庁内の所管課である行政改革推進課の作成した千葉市版のひな形に沿って作成しており

ます。 

 具体的な構成は、１ページ、２ページで趣旨や協定の意義、定義などを定めた総則、２

ページ中段以降からは、自主事業、管理業務の範囲、管理の基準等、関係法令等の遵守、

情報の公開、許認可等の取得等、人員の確保、労働者の安全の確保等、緊急時の対応等に

ついての定め、事業計画及び事業報告に係る定め、管理業務の実施に係る定め、モニタリ

ングに係る定め、利用料金及び委託料に係る定め、指定の取り消し等に係る定め、損害賠

償に係る定め等で構成されております。 

 なお、先ほどご説明いたしました稲毛区役所部会所管で使用いたします、募集要項、管

理運営の基準、様式集、審査項目一覧表及び採点表、協定書等につきましても、全庁的な

ひな形をもとに、各課その所管する施設の特性に応じて編集等をしたもので、各課とも基

本的な違いはございません。 

 最後になりますが、資料６－１から３の条例規則についてご説明させていただきます。 

 初めに、資料６－１、千葉市コミュニティセンター設置管理条例において、新たに平成

２３年４月より、諸室が有料化される内容が盛り込まれており、穴川コミュニティセンタ
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ーは８ページを、長沼コミュニティセンターは９ページをご覧ください。 

 １コマ２時間当たりの金額が記載されております。なお、両センターに設置されている

体育館については、１１ページの一番上の表に掲載されておりますので、ご確認ください。 

 次に、資料６－２、千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則について、３ペ

ージ以降に、指定管理者の指定申請及び指定等に関する条文が掲載されておりますのでご

確認ください。 

 最後に、資料６－３、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について

ご説明申し上げます。 

 本条例は、本年３月に千葉市条例第７号として本年４月１日から施行されたもので、指

定管理者選定に関し、その趣旨、公募の原則、選定評価委員会への諮問等を定めたもので

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長 ただいまの説明に関しまして、何かご質問、あるいはご意見はありませんでしょ

うか。 

○委員 採点表ですが、１０段階、１０点満点の場合、真ん中が６点ですけれども、７点

とか、９点という配点はないということでしょうか。 

○事務局 そうですね、一応５段階方式ですので、５点の場合、１、２、３、４、５の５

段階、１０点満点の場合は、２、４、６、８、１０ということで５段階でつけていただく

とよろしいと思います。 

○議長 他にご質問等は。 

○委員  資料５－３で、様式集の項目１の５番で貸借対照表や収支計算書などを提出する

ということになっておりますが、これは、資料６－２千葉市コミュニティセンター設置管

理条例規則の３ページの１３条の２で、指定申請の日の属する事業年度の前事業年度にお

ける貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書となっております。ここに関しては、当然、

法人は税務申告をしますので、税務署の受付印のある貸借対照決算計算書というようなこ 

とにした方が、一応、オーソライズされた計算書が出てきますので、そういう限定 

をつけた方がよろしいのではないかと思いますね。 

○議長 ご意見ということでよろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○議長 では承っておきます。他に、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○委員 穴川と長沼の各コミュニティセンターについて、前回指定管理者の募集をした際

の応募社数をお教えください。 

○事務局 穴川コミュニティセンターについては４事業者、長沼については７事業者の応

募がありました。 

○委員 ありがとうございます。 

○議長 関連質問なんですけれども、これ今現在は違う管理者が管理していますよね。こ

れは両方とも単独で応募したわけでしょうか。両管理者が両方の施設に対して応募して、

一方の施設だけ獲得できたと、それでいいのでしょうか。 

○事務局 京葉美装さん、こちらの穴川コミュニティセンターの指定管理者につきまして

は、穴川と長沼、両方募集がありまして、穴川だけ指定管理者を指定しております。長沼
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については、別の指定管理者を指定しております。 

○委員 関連質問で。指定管理者として、千葉マリンズは応募しているのでしょうか。 

○事務局 千葉マリンズというのは、株式会社マリンスタジアムのことでよろしいでしょ

うか。 

○委員 はい。 

○事務局 どちらも応募は、穴川につきましても、長沼についても応募があったんですが、

どちらも落札できなかったということでございます。 

○議長  他にご質問ありますか。私の方から、尐しいいですか。 

 穴川・長沼、それぞれの地域の施設の特性についてお尋ねしたいのと、穴川は、比較的

利用者数はあるんですけれども、長沼は非常に低い、他の区の施設に比べても低いような

数字だと思いますが、何か原因があるのか、教えていただきたいと思います。 

○事務局 まず、地域の特性についてなんですけれども、こちらにつきましては、両セン

ターにつきましては、特に大きな違いがあるわけではありません。先ほどの管理的な違い

はございますけれども、施設規模だとか、そういった面ではそう大きな違いはないかと思

っております。 

 利用人数についてなんですけれども、穴川コミュニティセンターは、平成４年から開設

しておりまして、かなりの利用が実際にあるわけなんですけれども、長沼コミュニティセ

ンターは、平成１８年からの新しい施設ということで、徐々に利用を伸ばしているところ

だと思います。 

 稲毛区内ですと、稲毛駅からも近いという地理条件もあろうかと思いますけれども、穴

川の方が利用しやすいと思います。 

○事務局 それともう一点ですが、穴川コミュニティセンターにつきましては、周辺に穴

川中央公園がありまして、消防局、区役所、それと放射線医学総合研究所とか、あるいは

千葉経済大学とか、非常に拠点的な意味合いもあるということと、住宅もびっしり張りつ

いているという点が、長沼との違いがあるのかなと思っております。 

○議長 私の感想ですけれども、新しい施設の方が利用しやすいという印象がありまして、

あと、地域性としては工場が比較的多いところですよね。 

○事務局 長沼の方ですよね。 

○議長 長沼の方ですけれども、逆に工場で働いている若年層が結構利用しやすいのかな

と思ったのですが、あまり利用者にはっきり伝わっていないのかなというのが、私の感想

です。 

何か、他の方からご質問、あるいはご意見でも結構ですけれども。 

○委員 収支比較を見ていたのですが、穴川コミュニティセンターは、収支比較だけを見

ると、差し引きのところで、最小限のマイナス、２１年度もマイナス。長沼の方は、ずっ

とプラスで、収入から支出を差し引いた部分は、どういった扱いになるか、これは純粋に

運営主体の利益、あるいは赤字というふうに理解してよろしいんですか。 

○事務局 収支につきましては、もうその数字のとおりだろうかと思います。穴川につき

ましては、確かに、そちらに書いてあるとおりになっておりまして、利用者数を伸ばそう

ということでは、自主事業を結構やっていただいたりだとか、指定管理者さんとしての努

力を継続していただいていると思います。 
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 長沼につきましては、平成１８年度から、繰り返しになってしまいますけれども、比較

的開所して間もないということもありまして、尐しずつではありますが、利用者数が伸び

てきているところでございます。 

穴川につきましては、開所して、もう２０年ほどが経過し、定着した利用者がいらっし

ゃることもある一方で、小さい修理だとか、当然、利益の中から施設の維持管理をする意

味で、こちらの協定書（案）の中にもうたってあるのですが、２０万円未満の修理につき

ましては、指定管理者側で修理をやっていただくこともありますので、その辺が数字に表

れてきているのであろうと思います。 

 長沼につきましては、まだそれほど大きな修理がありませんので、その辺が数字に表れ

てきているのだと思います。 

 以上でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○議長 他にご意見はありませんか。臨時の部会の委員の方は、むしろ利用される機会が多

いのかなと思いますので、何かご質問等があれば。 

○委員 初めてのことで、中身がまだよくのみ込めなくて申し分けないんですけれども、

僕が尐し感じたのは、フリーマーケットが実施された経過があったわけですよね。あの広

場を使って。開設した当初は、使用料が無料だったわけですよ。その後、５００円、それ

から１，０００円、１，５００円と、今は１，５００円です。区役所前の広場を使ってや

るのですけれども、何故最初が無料だったのに、有料になったのかなという、その経緯の

説明がなくて、従事者からは、翌年行ったら、来年は値上げするかもしれませんよと、そ

ういう不満が出たことがあったんです。最初が無料でスタートしただけに、尐しそういう

のがね。それで、価格も自分たちで決めているから、そんなに高額はつけられないという

中で、使用料を１，５００円を払うのは、尐し負担が大きいという話は聞いています。で

すから、何故無料から有料になったのか、その辺の説明がなくて、来年度は５００円をい

ただきますよというような感じで、その次に行ったら、今度は１，０００円ですよ。   そ

の次に行ったら、今度は１，５００円ですよと、何かそんなような感じになってしまった

ので、その辺の経過、利用者に周知徹底されていなかったのかなと。 

○事務局 コミュニティまつりで実施しているフリーマーケットについては、利用料金を

取ったら、通常、コミュニティセンターは設置管理条例で定められておりますし、地域コ

ミュニティの拠点としての意味合いが強うございますので、やはり収入を得た場合に、そ

の分を還元しなさいというのがあるんですよ。ですから、当初は無料でやられていたと思

いますが、その１，５００円に急遽上がったのは、大変申し分けないんですけども、当然、

コミュニティセンターの各運営委員さんが、今は違いますけれども、当初はおられました

ので、そういうところに指定管理者の方が提案をして、その中で決定されてきたのかなと

思います。 

 ですから、今後、やはりそういう声があるのであれば、指定管理者の方に、今回はコミ

ュニティセンター運営委員さんを、平成２３年度に改めて募集するということですので、

やはり協議を踏まえまして、今後お願いしていこうかなと思っております。地域の方が 

利用しやすい形のコミュニティセンターにもっていきたいと思っております。 

○委員 指定管理者制度が導入されて、ここでは採点表でＡとＢの２段階の採点方式には
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大差はないと思いますけれども、実際に、指定管理者制度に変わってから、クレームは役

所の方に来ているでしょうか。 

○事務局 クレームは基本的な取扱いですね。利用に関しての注意事項ですが、おのずと、

それぞれ指定管理者が違いますから、多尐、取扱いが違うんです。条例で定められたもの

については、両コミュニティセンターとも実施しておりますが、それ以外の利用の方法に

ついて、利用者から何件かクレームが寄せられました。ですから、やはり指定管理者も利

用者の立場に立って、私ども地域振興課も、なるべくその苦情を誤解のないような形での

広報を、今現在も利用者側から見て利用しやすいセンターにするための情報として、なる

べく配信していただきたいというお願いをしてございます。ですから、一つ一つ苦情があ

りますけれども、それに伴って、両センターの指定管理者の方でも、その後努力いただい

て解消しております。 

○委員 条例規則どおり、両方とも同じように取り扱いしているけれども・・・ 

○事務局 その広報の利用の仕方ですね。周知方法に利用者に誤解を招くような広報があ

りますので、利用者側と貸し出す側の方との行き違いが結構ございます。ですから、指定

管理者を導入して、今年で５年目ですけれども、やはり指定管理者も当初の初心に返って、

言うべきことはちゃんと言ってやっていただきたいと、私共は考えておりますが、そこら

辺が尐しマンネリ化していると思います。 

 なるべく利用者に誤解のないように指定管理者側から説明をしていただいて、ご理解い

ただいています。 

○議長 関連質問ですけれども、資料６－１の設置管理条例についてですが、使用料金が

各コミュニティセンターで違っていますけれども、これはまさに指定管理者が決めたこと

なんでしょうか。 

○事務局 平米数の違いで、条例で決まっております。 

○議長 広さが違うということですか。わかりました。 

他にご質問、ご意見はありますでしょうか。よろしいですか。 

 

（な し） 

 

○議長  そうしましたら、今ご意見があったかと思いますので、それに関しましては、

募集要項等に反映していただきたいと思います。 

 では、次に進みまして、議題４です。今後の審議予定についてに進みたいと思いますが、

今の議題３に関しましては非公開としておりましたが、議題４に関しては公開としたいと

思います。 

 では、議題４につきましても事務局の方からご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。今後の審議予定でございますが、応募提

案が出揃った後、１２月２日の木曜日に第２回目の稲毛区役所部会を開催し、第１順位の

指定管理予定候補者を選定していただく予定でございます。 

 以上でございます。 

○議長 この点に関して、何かご質問等ございますでしょうか。 
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（な し） 

 

○事務局 まだ、場所と時間については未定でございますので、決まり次第、追って皆様

方にご案内申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 ２施設分を１日でやるわけですか。長沼と穴川と。 

○事務局 はい。ですから、その日１日を予定しておいてください。まだ詳細が決定され

てない関係上、１カ所に委員の皆様にお集まりをいただいて、提案者か、我々が出向くと

いう形の意見が出ていましたので、今後、本庁との協議を踏まえて決定されると思います。

ですから、決まり次第、こちらの方からご案内申し上げますので、よろしくお願い申し上

げます。応募者数が決まった段階で、お知らせしますので。 

○議長 それでは、特にご質問等がなければ、今回の議題に関しましては、すべて終了い

たしました。ありがとうございました。事務局の方にお返しいたします。 

○司会  慎重審議いただきまして、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回稲毛区

役所部会を閉会いたします。 


