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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２回稲毛区役所部会議事録 

 

１ 日時 平成２２年１２月２日（木） 午後１時００分～午後５時４５分 

 

２ 場所 稲毛区役所３階 ３－３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、清宮 亮二委員、池田 博委員 

（２）事務局 

町長 茂幸稲毛区地域振興課長、山崎 真史同課長補佐、末永 征也同振興係長、 

齋藤 美代子同主査補、石川 則正同主任主事 

 

４ 議題 

（１）千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの指定管理候補者の選定について 

（２）千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターの指定管理候補者の選定について 

（３）その他 

 

５ 議事の概要 

（１）千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

各申請者について、提案内容に関する申請者に対するヒアリングを行った後、委員によ

る採点を経て、項位を決定した。 

（２）千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターの指定管理予定候補者の選定について 

各申請者について、提案内容に関する申請者に対するヒアリングを行った後、委員によ

る採点を経て、項位を決定した。 

（３）その他 

   今後の予定について、各委員に説明した。 

 

６ 会議経過： 

○事 務 局 委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、お集まりいただきまして、 

誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、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２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、課長補佐の山崎でございます。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 

すが、会議の途中から非公開となります。現時点では、傍聴人の方はいらっしゃいませ

ん。なお、議事録作成を行うことから、本会議を録音させていただきますことを予め 

ご了承ください。 

   それでは、はじめに、配布資料を確認させていただきます。 
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まず、本日の次第、席次表、配布資料一覧表をホッチキス止めしたものがございます。 

それでは、配布資料一覧表をご覧いただきながら、説明させていただきます。 

まず、会議資料ですが、共通資料といたしまして、 

 資料１「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回稲毛区役所部会進行表」、 

資料２「指定管理者予定候補者選定の流れ」、 

それから、千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの選定に関わる資料といたしまして、 

資料３－１「指定管理者応募者一覧」 

資料４－１「指定管理者応募者第一次審査結果」 

 資料５－１「採点表」 

 資料６－１「審査頄目一覧表」 

 資料７－１「事前質問回答書」 

次に、千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターの選定に関わる資料といたしまして、 

資料３－２「指定管理者応募者一覧」 

資料４－２「指定管理者応募者第一次審査結果」 

 資料５－２「採点表」 

 資料６－２「審査頄目一覧表」 

 資料７－２「事前質問回答書」となっております。 

  それから、机の上にある指定申請書類についてですが、 

「株式会社 京葉美装分」、 

「サンアメ・テアトルグループ分」、 

「アクティオ株式会社分」、 

「Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体」の項に綴じてあります。  

次に、提案書についてですが、 

個々の事業者から提案いただいたそのものを置かせていただいております。 

それから、参考資料といたしまして、配布資料一覧表でご確認いただければと思います。 

以上が配付資料となります。不足等がございましたら、おっしゃっていただきたいと 

思います。よろしいでしょうか。 

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頄」に基づき、会議は成立しております。 

それでは、開会にあたりまして、稲毛区地域振興課長、町長よりご挨拶申し上げます。 

○稲毛区地域振興課長 こんにちは。稲毛区地域振興課長の町長でございます。委員の皆様

方には、ご多忙中、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回稲毛区役所部会にご出

席いただき、誠にありがとうございます。また、日頃より、市政並びに区行政全般にわた

り、多大なるご理解・ご協力を賜り、深く感謝申し上げる次第でございます。なお、本日、

千葉市市民局指定管理者選定評価委員会、第２回の開催となります。横山委員さん、木頭

副部会長さん、淡路委員さんにおかれましては、財政・法務等の専門家や学識経験者とし

ての幅広い知見を、また、清宮委員さん、池田委員さんにおかれましては、地域・行政の

幅広いご経験を生かしていただき、今回の各指定管理者の応募をご採点いただき、皆様方
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の評価、視点での意見交換の中で、平成２３年度から５年間を受託する次期指定管理予定

候補者のご選定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○事 務 局 続きまして、本日の部会の進行について、振興係長末永よりご説明いたします。 

○事 務 局 本日の議事の進行について説明します。長くなりますので、着席にて説明させ

ていただきます。 

資料１の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回稲毛区役所部会進行表」を 

ご覧ください。 

  穴川コミュニティセンター、長沼コミュニティセンターの項で行います。手項は同じで

す。 

応募状況ですが、穴川コミュニティセンター、長沼コミュニティセンターの指定管理者

には、それぞれ１社の単独企業と、１つの共同事業体の応募がありました。 

議事の進め方につきましては、資料のとおりですが、補足説明をさせていただきます。 

今回、仮採点前に委員の皆様に意見交換していただく時間を多めにとっております。 

十分な情報を共有していただくことを大切したいという主旨で設けたものでございます。 

資料１に意見交換の時間を記載しておりますが、あくまでも目安とお考えいただきたい

と存じます。 

休憩時間、再開時間もその都度、時間を指定させていただきたいと思いますので、予め 

 ご了承ください。 

なお、採点についてですが、仮採点とは別に、必要に応じて、再度１回の採点を部会で

決定し行うことができます。 

２度目の採点は１５分間で行い、その結果で、第一項位の応募者が選定されます。 

約５分間の休憩後、長沼コミュニティセンターの指定管理者の選定を行い、事務局から 

説明が終了し次第、本日の部会は終了となります。終了予定時刻は、午後５時１５分を 

予定しておりますが、延長することが予想されます。予めご了承ください。長時間にわた

りますが、よろしくお願いいたします。なお、本日ご持参いただいた資料及び採点表につ

きましては、部会終了後、すべて回収させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  なお、応募者の説明時間につきましては１０分以内で行いますので、残り時間が３分と

終了時間、応募者へのヒアリング時間は、残り時間５分と終了時間をそれぞれ事務局より

声でお知らせいたします。 

  最後に、資料６－１「審査頄目一覧表」をご覧ください。 

「管理経費の縮減（２０点）」の下段、「（２）管理経費の低廉化（１０点）」の採点 

方法について説明させていただきます。 

全区統一した見解で実施しておりますが、応募者ごとに「指定管理者委託料の最低提案

価格を分子とし、各社の指定管理委託料を分母として算出した点に、１０点をかける」式

で算出します。 

なお、算出した点は、小数点第１位を四捨亓入します。 

例えば、５，０００万の提案価格が最低提案価格で、別の応募者から７，０００万円の

提案があった場合、 
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５，０００万円の事業者は５，０００万／５，０００万×１０点＝１０点になりま

すが、７，０００万円の事業者は５，０００万／７，０００万×１０点≒７．１点となり、

小数点第一位を四捨亓入しますと、「７点」となります。 

今の例のとおり、他の１０点満点の５段階評価の頄目については、当初、２点から１０ 

点の偶数による採点すると説明いたしましたが、こちらは、１点から９点までの奇数によ

る点が採点上つけられることもあります。各応募者の点数は穴川・長沼コミュニティセン

ターの仮採点終了後、事務局より配点を申し上げますので、採点表の一番下の欄に、その

際にご記入ください。 

説明は以上となりますが、ご不明な点はございますか。 

○委員 （資料５－１の）採点表が見当たらないのですが。 

○事 務 局 ホッチキス止めで、資料３－１から一緒に綴っております。資料６－１「審査

頄目一覧表」の２枚目の一番下の欄の「（２）管理経費の低廉化（１０点）」の採点方法

についての説明になります。 

○事 務 局 他にございますか。 

○委員 いや、今の説明では、安ければ点数が上がるということか。 

○事 務 局 今の説明は、全体が１５０点満点のうちの、資料６－１の一番上に書かれてお

ります、１０点満点の配点頄目について、当初の説明ですと、１０、８、６、４、２の偶

数の採点となると説明させていただきましたが、実際に今回の数式で計算しますと、９点、

７点といった奇数の点がつくことがあります。これは、前回の部会の際の説明と違ってい

たという説明でした。 

○事 務 局 委員からのご質問のとおりで、最低価格が基準となりますから、低い価格をつ

けたところが点数は高くなります。 

○委員 そうなると思うのですが、現実に予算的にどうしても経費が漏れているのではない

かという応募者がいると、当然、管理費、委託費が安くなって、それで点数が高くなって

しまう。現実としてそれで点数をつけてしまっていいのかどうかという点が気になる。 

○委員 それは応募者が説明しますので、その段階で聞いていただければいいのではないで

しょうか。 

○部会長 他の区でも問題になった話です。採点のやり方はこれで統一するということで、

よろしいですよね。ですので、質問の中でその疑問点について解明していただければ。 

○委員 そうですか。わかりました。 

○事務局  そのために、今日、各応募者さんに２０分ほど、ヒアリングの時間を設けて 

おりますので、その時間に質問していただければよろしいのではないかと考えております。 

○委員 今の説明で聞き逃してしまったのかもしれないが、自分が自由に採点しようかと思

っていました。ここはそれなりの点数が入るということになるのでしょうか。 

○部会長 そうですね。私もずっと、そう思っていました。 

○委員 そうですね。私もちょっと、ここが引っ掛かる。 

○部会長 私もこちらで４つ目の区になるのですが、それまでずっと委員が自由に採点でき

ると思っていました。 
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○委員 これでは委員の裁量行為が制限されるという感じで、ちょっと引っ掛かる。 

○部会長 私もおっしゃるとおりだと思います。 

○委員 これについては、いろいろと議論があったのですが、この場合は統一されたものが

できてしまったから、後で修正するわけにはいかない。ということで、これでいきましょ

うということになった。 

○委員 ただ、引き受けたのはいいけれど、経営や運営ができなくなったり、成り立たなく

なったら、中途半端で倒産じゃないが、逃げてしまったりすることの方が、私は心配にな

る。 

○委員 損益計算書やバランスシート等が添付してあるのですから、それで判断していただ

けばいいのではないでしょうか。 

○委員 はい、わかりました。 

○事 務 局 それでは、議題に入らせていただきます。議事の進行につきましては、委員さ

んにお願いいたします。 

○部会長 それでは、次第に従いまして、議事を進行してまいります。議題１の「千葉市稲

毛区穴川コミュニティセンター第１次審査の結果について」、事務局から報告をお願いしま

す。 

○事 務 局 それでは、資料３－１及び次のページの資料４－１をご覧ください。第１次審

査の各頄目を審査した結果、全応募者が不適格要件に該当しないことを確認しました。報

告は以上です。 

○部会長 ただいまの事務局の説明について、何かご質問はありますか。よろしいでしょう

か。 

特にないようであれば、続きまして、委員からの事前質問書及びその回答について説明

をお願いします。 

○事 務 局 同じ綴りの資料７－１をご覧ください。株式会社京葉美装、サンアメ・テアト

ルグループ各社に事前質問があったので、各社の回答を事務局でとりまとめさせていただ

きました。こちらの内容について説明させていただきます。 

最初に株式会社京葉美装につきまして、質問を２点いただきました。 

「１． 体育館のクーラー等の整備について、他のコミュニティセンターとの整合性を取り 

   ますか。 

２．施設の経年务化等による修繕が多いと思うが、２３年度以後同額になっていますが、 

実績を踏まえてのことですか。」 

これらの質問に対する回答につきまして、説明させていただきます。 

「１． 現状の体育館に設備を設けることは、多大な費用もかかることが予想されますので、 

今後、利用者の要望等を踏まえ、市とも協議しながら進めていく課題ととらえます。 

モニタリング調査による体育館利用者より、冷房設備を設置してほしいとお声もあり

ますので、当面は提案書にも記載いたしましたが、スポットクーラーの設置（２０万円

未満の備品として購入可能）を１～２台購入し、部分的に涼をとれるように改善したい

と考えます。他のコミュニティセンターで改修計画がある場合は、市とも協議し足並み

をそろえる方向で整合性を図りたいと考えます。 
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２．経年务化に伴い館内各所、設備関係も含めて修繕の案件が多くなってきております。 

  今後（２３年４月以降）は有料化に伴い、利用料金を頂戴することを考慮すると、 

その部分でも利用者の意見要望も出てくるかと存じます。又、従来、区・総務課とメン 

テナンス契約をしていた諸設備関係の機器保全メンテナンスも４月より指定管理者へ移

行されます。その点検により不備箇所の改善も速やかに行わなければなりません。指定

管理者としても最低限、利用者の妨げにならぬよう、事前に予防保全・点検に注意を払

い、安全・安心な利用しやすい快適なコミュニティセンターにしたいと考えます。 

  上記を踏まえ、修繕費として、２３年度以降は、２２年度予算（９００千円）より 

３０％増の修繕費予算１，２００千円（３０％増）とし、優先項序をつけて急ぐもの 

から対応していきたいと考えます。」 

以上となります。続きまして、サンアメ・テアトルグループにつきまして、１点質問  

をいただいております。 

「１．人件費の中で非常勤はすべて受付事務となっているが、これだけですか？外は外部 

委託するのですか？」という質問に対する回答について説明させていただきます。 

「１．非常勤職員に関しましては、受付・事務員を想定致しております。 

業務の内容としましては、ＡＭ８：３０～ＰＭ９：３０まで常時２名を配置し、 

施設の予約に関する受付、貸館、各部屋の貸出終了後の点検・清掃等を主な業務と 

して設定致しました。 

日常清掃に関しましては、当グループの想定予算内での外部（市内業者）委託を 

原則と致しております。【収支予算書の管理費・委託費として計上】※予算の折り 

合いがつかない場合は、当グループにて清掃員を雇用する場合もございます。日々の

日常設備監視に関しましては、館長（館長代理）にて実施致します。但し、設備定期

点検や緊急時の対応等は当グループエリア巡回設備員、専門業者などが対応にあたり

ます。 

また、イベント開催等による混雑対策や防犯に関しましては、当グループスタッフ 

を派遣し、施設利用者や周辺施設、住民等にご迷惑をおかけしないよう、十分な人員

体制で実施致します。」 

    説明は以上です。 

○部会長 ただいま、事務局から説明があった内容について、委員の意見をお聞きします。 

ご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 １点よろしいでしょうか。事前質問書の２枚目の「サンアメ・テアトルグループ」につ

いてですが、設備管理の面でスタッフが抜け落ちているのではないかという、疑問を感じ

ておりました。実際の設備管理に関して、管理すべき設備というのはどういうものがある

のでしょうか。この施設に何も管理するものがないのであれば、このとおりでよいかと思

いますが、管理すべき設備があるのであれば、実効性に欠けるという話もあると思うので

すが。 

○事 務 局 実際に穴川コミュニティセンターの中には消防設備、その他、館の中には、 

設備点検が必要な経費について、収支予算書の中で必要な経費を見積もっておく必要があ
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ります。万が一、そういった設備自体がないということがあれば別ですが、株式会社京葉

美装は、現指定管理者として業務を受注している応募者ですから、全くないということは

ないと思います。先ほどの株式会社京葉美装の事前質問書の回答にもありましたが、これ

まで稲毛区（総務課）で実施していた一部の業務が移行されると認識しており、具体的に

は、１０月７日の応募者が参加した事前説明会で、「駐車場管理業務、緑地管理業務以外

の、単体の業務については事業者でお願いします。」と説明させていただいております。

穴川コミュニティセンターに限って、特別に説明をさせていただいております。また、参

考資料の管理運営基準の中で、穴川・長沼コミュニティセンターともに、同じ基準となっ

ております。一部、区役所の中の設備で共用している設備もあるため、それは、区役所で

一括してやった方が効率的だということもあります。基本的に事業者の負担でやっていた

だくことになります。 

○委員 ちょっといいですか。もうちょっと具体的に、法定点検とか年何回以上やらなけれ

ばならない業務がある。例えば、エレベーターや自動扉というところを、もっと具体的に

説明してもらった方がありがたい。その辺を羅列すればいい。 

○部会長 可能であればご回答いただきたいのですが、今のことについて具体的なイメージ

が持ちにくかったので、追加で伺おうと思っておったのですが、例えば、蛍光灯が切れた

という場合は、これは今後の管理者が責任をもって換えなければいけないのでしょうか。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 そういった日常的な管理業務をやらなければいけない。今、委員さんがおっしゃ

っていた、法定的な点検といった、毎日やらなければいけない業務以外は。 

○委員 そうですね。エレベーターといった法定的な点検といった業務は外部委託が適切だ

と思うのですが、日常清掃業務は、事務的経費が契約するときに加算されるわけですから、

そういうことまであえて、第三者の市内業者に再委託というのは、指定管理制度を導入し

た意味があるのかどうか。エレベーターや自動扉は常時人を置く、アルバイトで 

人を雇っておくというわけにはいかないというのであればわかるが、例えば、天気で風の

強い日も通常通り業務をやっていれば、用が足りるというものではない。やはり、臨機応

変に、利用者のために対応することを考えると、外部委託というものが適切かどうなのか

なという疑問を、私は感じてしまう。 

○部会長 中身につきましては、評価の段階で出てくることですね。 

○事 務 局 法定点検が必要な設備につきましては、エレベーター、電気設備、空調設備と

いった設備が、穴川コミュニティセンターの中にもございますので、法定点検を含めた 

設備点検については、穴川コミュニティセンターの指定管理者で行っていただく。具体的 

にそのような内容が盛り込まれていると思われます。 

○部会長 説明済ということでよろしいですね。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 説明済であるにもかかわらず、こういった提案内容で出してきたということです

よね。 

○事 務 局 はい、そうです。 
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○部会長 それを基に評価させていただくということでよろしいのでしょうか。 

○事 務 局 そうです。それが前提です。 

○部会長 はい、わかりました。 

○事 務 局 現地説明会には、他の応募者を含め、全部で１０社お見えになられましたが、

その１０社に対して、１０月７日に一律同じ説明をさせていただきました。その中の２事

業者がサンアメ・テアトルグループという共同事業体を構成されて今回応募となりました。 

○部会長 はい、そういう前提で評価していただければよろしいかと思います。他の疑問点 

に関しては、よろしいでしょうか。 

○事 務 局 では、穴川コミュニティセンターの警備については、当初の仕様書から、（本

来見積もるべき）単体の警備業務が抜けておりましたので、それを修正させていただきま

した。各委員の皆様には、すでに修正箇所をお送りしてありますが、これにつきましては、

事務局の勘違いで、穴川コミュニティセンターに区役所の有人警備が含まれているともの

として、本来、警備業務の経費を見積もっていただかなければならないため、事業者の公

募の段階までに修正させていただいて、前回の部会からの修正点ということで、改めてこ

の場でご報告させていただきます。それは、９／２７の公募時には修正版を掲載し、 

１０／７の現地説明会は修正版で説明させていただいておりますので、警備費については

盛り込まれていると思います。 

○部会長 （第１回部会の）ご説明いただいた後に出てきた資料で、追加してご説明いただ

いたということでしょうか。 

○事 務 局 はい、そうです。第１回の部会が終わった後です。公募の段階で資料が公開さ

れた時点では修正されております。 

○部会長 わかりました。 

 私からの質問は以上です。他にご質問はよろしいですか。それでは、事前質問書の意見 

交換を終了します。それでは、イレギュラーですが、ここでしか質問できないので、お聞 

きしたいのですが。冒頭に委員から質問のあった件に関してですが、様式３１号と３４号 

になると思います。直接的に問題になるのは３４号で光熱水費、ガス代、その他の光熱水 

費の有無というのが、ちょっと問題になっているのではないかなと思いますが、これに関 

して、ガス代以外のもの、電気、上下水道に関しては、指定管理者の経費として計上すべ 

きものとしてご説明いただいているのでしょうか。というのは、３１号で株式会社京葉美 

装ですが、そこについても場合分けということでご提案いただいております。５４ページ 

の真ん中より下の辺りですが、「光熱水費が不要の場合には削除いただき」となっており 

ます。これについて、事前にどういった説明をされたのでしょうか。 

○事 務 局 先ほど説明を割愛させていただいたのですが、参考資料５－１の募集要頄の 

綴りの、参考資料６－１管理運営の基準の中の６ページをご覧ください。 

○部会長 ちょっと待ってください。該当ページが分からない委員がいらっしゃいます。 

○事 務 局 委員の皆様、資料はよろしいでしょうか。こちらに、施設の管理に関する基準

として、日常清掃や定期清掃等が入っております。（３）に「設備機器管理業務」の中に、

「指定管理者は電気、空調、ガス、水道等の給排水衛生等の設備について、施設の機能を
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維持するとともに、施設管理者が快適に施設を利用できるよう、良質な環境を提供するこ

と。業務に当たっては、確実性・安全性・経済性を配慮するとともに、正常に機能しない

ことが明らかになった場合は、適切な方法により対応するとともに、市へ報告すること。」

と明記されております。したがって、経費ということになると、管理業務の内容をこのよ

うに管理運営の基準に明記しており、穴川・長沼両コミュニティセンターの内容は変わら

ないことから、経費を見積もりから外すというのはあまり考えづらいと考えられます。 

○部会長 ここは管理に関して、お聞きしているのではないでしょうか。 

○事 務 局 設備の維持管理になります。 

○部会長 実際の使用料についてご説明はあったのですか。ガス等の使用料についてです。 

○事 務 局 使用料ですか。 

○部会長 管理のコストはここで盛り込むと読むことができると思いますが、実際、ここに

盛り込む、盛り込まないと言っているのは、管理コストではなく、使用料の話ではないので

しょうか。 

○事 務 局 管理のコストの実績については、こちらの資料にはありませんが、収支報告書 

を年次で出しておりますので、その中に総額の経費の計上がされております。各頄目が、

電気、ガス、水道といった費用を頄目毎に出してきたかどうかについては、特に資料はな

く、市の施設でもそこまで触れていないと思います。他のコミュニティセンターに対する

応募者からの事前質問書の中には、光熱水費について尋ねていたところがあり、そちらで

は、他のホームページに掲載されているので、そちらで確認くださいとご案内していたか

もしれません。具体的に電気代がいくらかかっている、ガス代がいくらかかっているとい

う資料を、１０月７日の現地説明会に提示しているわけではありません。 

○部会長 ああ、そうですか。 

○事 務 局 施設利用といった資料は出しております。 

○部会長 様式第３１号で株式会社京葉美装も平成２２年度まで予算計上していませんでし

たということを書いてあるのですね。要するに、ここの光熱水費については、考慮しなく

てもいいと、各応募者が誤解している恐れがありますよね。 

○事 務 局 穴川コミュニティセンターは複合施設となっておりますので、今年度まではそ

ういった予算計上、庁舎管理をしております総務課と一体管理をしておりましたが、平成

２３年度の指定管理者応募につきましては、これは総務課と協議しまして、予算の執行体

制に今回新たな変更が加わりましたので、これらを加えて、指定管理者がこの分をご負担

いただく旨、協議を済ませております。 

○部会長 （応募者に）告知をされているのかどうかですね。それならば、応募者に誤解さ 

れても仕方がないのではないでしょうか。 

○委員 現地説明会の際に口頭で説明しているのかどうか、それを確認しておきたい。費用

負担の話をどう説明をしているかということだと思うのですが。 

○部会長 説明がないことによって、低い数字を出すというのは、ある意味、しょうがない

と思います。説明した上で出てきたのであれば自己責任になります。制度が変わったとい

うことも分かっているのですが、そこについて市がどのように説明したのかということに
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なりますね。 

○事 務 局 業務の内容が変わりますと説明しております。 

○部会長 基本的にはおっしゃっていただいていると思うのですが、要するに、ガス代を負

担すべきだということですねよ。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 それをきちんと確認しているのかどうか。そうでないのであれば、要するに、様

式第３４号のところに数字に開きがあるからといって、差をつけるのは適正ではないので

はないかと。公平ではないのではないかと。 

○事 務 局 まず、先ほども業務の話をさせていただいたのですが、計上すべきかすべきで

ないかということについては、サンアメ・テアトルさんからの事前質問も受け入れさせて

いただいています。決められた手続きは行っております。業務の内容が変わるという点に

ついて、穴川コミュニティセンターでは、ここ以外の業務については全て含まれますと説

明しており、当然必要な経費は見積もっていただきたいと認識しておりますが、逐一、一

つ一つの経費まで、この経費を計上する、しないというところは、逆に、事業者さんに質

問していただくしかないかと思います。 

○部会長 ただ、ひっかかるのが、株式会社京葉美装も同じように分からないと言って、場

合分けで光熱水費を計上しています。削除してほしいとも言っています。説明が不適当で

はなかったかと気がします。 

○事 務 局 はい、そうですね。 

○委員 株式会社京葉美装の添付資料には、電気料金を他の複合施設とどうやって按分した

のかという計算式というのが書いてある。これは、株式会社京葉美装なりに根拠を、こう

いうふうになりますよというのをつけてらっしゃいます。こちらから面積按分するとか、

そういった説明をされたのではないのでしょうか。 

○事 務 局 これについては、あくまで提案ベースで、株式会社京葉美装が提案されたとい

うことになります。これまでの光熱水費のご負担につきましては、面積だとかで支払いを

してきた、つまり、市が立替払いをしてきました。これですべてやってきているので、株

式会社京葉美装が全くこれについて知らないということはないはずですが、ただ、いくら

位払ってきているのかといった細かい点まで把握しているのかということについては、現

指定管理者であっても知り得ないかもしれません。あくまでもこれまでは一括して区で払

っていたということですので。 

○委員 今後も面積按分といった考え方を使っていくのですか。 

○事 務 局 設備的なことを申し上げますと、区役所で加入している事業者へ一括で支払っ

ています。子メーターで各施設が使っている使用量はわかりますが、事業者用のメーター

が一つしかないため、実際の支払金額はわからないと思います。株式会社京葉美装は、今

回業務が分かれるという仕様になっているので、心配されて予算を計上してきたというこ

とだと思います。サンアメ・テアトルグループから質問があれば、他区と同様、その旨は

きちんと回答する予定でした。 

○委員 費用負担は市が負担するのかどうか、指定管理者に修繕費は２０万以下の修繕を行
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う、人件費は負担する、それから、本体の保険については、千葉市が負担し、加入するか

ら、指定管理者が加入する必要はないよ、ただし、そこの中で事故が起きたときは、指定

管理者が負担するということを現地説明会で説明してきたと、これを見て思っています。

そういう説明したかどうかについて、もう尐し簡潔に説明できないかなと。 

○部会長 端的に言えば、具体的には説明していないということですよね。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 更に言えば、質問もなかった。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 まあ、これまでの経緯もなかったということですよね。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○委員 株式会社京葉美装の提案書の５４ページの中段で、光熱水費について指定管理者と

して不要な場合は削除いただきたいと言っていますが、不要ということなのでしょうか。 

○事 務 局 判断をこちらにお任せしますということだと思いますが、経費そのものが不要 

 だという認識がないからこそ、ここに書いてきたということではないかと考えております。 

○委員 不要だと思わないから書いてきたということですか。 

○事 務 局 はい、そうです。不要だと思わないから書いてきたのだと思います。必要な経

費については見積ってきておりますが、支払方法によって費用負担が発生しません。必要

でなければ削ってほしいと言ってきたと認識しております。 

○委員 例えば、人件費についても、提案者側が一方的に考えて、この施設を管理するには

何人必要か、人件費をいくらに抑えろということは説明していないと思う。市が独自に負

担するものについてはこれですよと、おそらく現地説明会で説明した上で、あやふやなと

ころを、こういう形で表現させているのではないか。市の味方に立つわけではないが、そ

ういう整理をした上スタートしているのではないかと解釈していますが。 

○部会長 予算の基準等については、他の部会でも問題になったところですが、そこまでの

説明はなかったみたいですね。 

○委員 本来は費用負担という頄目を、ここで２０万円以下は千葉市、保険は千葉市、 

ずっと読んでいくとわかるのですが。  

○委員 予算案というものをある程度、再検討するものを作って、その案に応じて、 

入札するという形式の方が非常によかったのではないか。 

○部会長 そういった前提でないことが、現実、このようになってしまっているということ

ですね。私の質問は以上ですが、他に何か質問等があれば。なければ、通常の次第に戻し

たいと思います。 

次は、申請書の受付項に応募者が入室いただくということになりますが、よろしいでし 

ょうか。１社目、「株式会社京葉美装」です。 

 

（入室） 

 

○京葉美装 よろしくお願いします。 
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○部会長  どうぞおかけください。お時間がかかりまして、申し訳ございません。千葉市稲

毛区穴川コミュニティセンター指定管理者にご応募いただきありがとうございます。それ

では、ご着席のままで結構ですので、ご出席の方の紹介と提案内容の説明を１０分以内で

お願いします。なお、説明は提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を２０分間、合計

で３０分以内とさせていただきます。 

  株式会社京葉美装様、よろしくお願いいたします。 

○京葉美装 よろしくお願いいたします。私が代表取締役の国吉晃甲と申します。右が穴川

コミュニティセンターの事業所長の松原秀男、左が本社管理部の設備担当の西村幸三と申

します。 

  それでは提案書に則って説明させていただきます。数が多いので、ポイントを絞って、 

説明させていただきます。 

  まず、様式第１号の１ページの一番下のところから説明させていただきます。 

指定管理者制度を用いた公の施設の管理のあり方についてということですが、２ページ

にまたがりますが、市民の声に敏感に耳を傾け、市の代行者であることを十分自覚し、常

に連携をとりながら、民間としてのノウハウを最大限に発揮し、できる限りボランティア

マインドを持って、公と民の長所を最大限に生かすことを念頭に置き、行政と市民のパイ

プ役となり、地域をよくしていきたいという高い志をもって、管理運営を展開していきた

いと考えます。 

  また、次の地域活性化のポイントですが、地域活性化のためには、地域住民の活動の活

性化が不可欠であり、地域住民が地域を愛する気持ちの中から生まれる、自らの地域は自

らの手で作るといった、自立した市民の主体的な活動が重要であると考えております。 

  一番下ですが、自立した市民活動の拠点としての公の施設は、市民意識醸成のために 

役立つものと考え、地域活性化に大きく寄与するものと考えております。 

  続きまして、提案様式第２号、３ページでございます。市と指定管理者の関係でござい

ますが、指定管理者は公の施設に関する業務を市の代行で行うということで、市と指定管

理者は常に報告・連絡・相談を行い、相互信頼に基づき、一体感をもった関係である必要

があり、それをわきまえた上で、常に心がけたいと考えます。 

  続きまして、第３号、６ページでございます。現在、同種の施設ということで、穴川コ

ミュニティセンターの指定管理者を平成１８年から来年の３月までの予定で担当させてい

ただいております。 

  続きまして、第６号、１２ページをご覧ください。苦情等の事前防止と、苦情等があっ

た場合の対処方法ということですが、利用者対応の一部である苦情者対応は、真摯に誠心

誠意、円滑な対応をすることにより、組織全体に良い影響を与え、管理運営の質の向上及

び組織全体の発展のために貢献する基本要件の一つであると考えております。苦情を組織

全体の責任として真摯に受け止め、利用者の基本的な権利を尊重しながら、積極的、かつ、

迅速・公平・丁寧に問題解決に努めるとともに、利用者からの信頼を得ることにより、地

域社会の健全な発展につなげたいと考えております。また、備えあれば憂いなしというこ

とで、危機体制の確立こそが未然防止につながるものと考えております。 

  続きまして、第１１号、２０ページをご覧ください。近隣施設との連携関係ということ

で、稲毛区役所、こちらは、穴川コミュニティセンターの所轄部署である地域振興課のご

担当者様とは常に報告・連絡・相談を行い、意志疎通を図ることにより、一体感のある管

理を行いたいと考えます。また、穴川コミュニティセンターの運営懇談会の設置及び運営

を市が行うに際して、積極的に会議開催と運営の補助を行いたいと思います。また、自主
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事業の企画運営に関しても、２か月前には申請をし、ご承諾をいただくようにしたいと考

えております。次に、稲毛消防署ですが、平素からのご担当者様とのコミュニケーション

を図っておりますとともに、万一の火災や急病人発生などの緊急の事態に備え、ＡＥＤ等 

の講習も必要に応じて受講させていただいております。次に、保健福祉センターですが、

２１ページですが、保健福祉センターさんとは、障害者、高齢者を対象とした自主事業を

企画する際は、関係団体の活動状況などを把握する上では、パンフレット、チラシなどを

確認しながら、平素からご担当者と情報交換をさせていただております。また、私共は、

千葉大学の特別支援学校さんの職場体験実習の受け入れをさせていただいております。そ

の際は、私共単独では受け入れが困難な部分もございますので、保健福祉センター、ある

いは、当社清掃スタッフ等の協力を仰ぎながら、受け入れを継続したいと考えております。

また、穴川中央公園は、千葉市防災計画によりますと、広域避難場所に指定されており、

防災的な観点からも、平素からの情報交換を行いたいと思っております。一番下の小中台

公民館他、コミュニティセンターでは、サークル情報の共有化のための情報交換やコミュ

ニティまつりでの不足の備品類の貸し借りを行っており、相互協力のもとに円滑な関係を

保ちたいと考えております。また、一番下ですが、市が主催し、定期的に必要に応じて開

催するコミュニティセンターの館長と市担当課による会議等に参加して意見交換を行いサ

ービス水準のレベルアップを図るとともに共通認識を図りたいと思います。 

  続きまして、様式１２号の２２ページでございます。利益等の還元の方針でございます

が、当社の基本的な考え方は、指定管理者の事業は地域貢献事業として考えており、大幅

な利益は望んでおりません。したがって、近隣で当社の実績を生かせ、ご利用者にも喜ん

でいただき、できる範囲で、ボランティアマインドをもって、全社的に取り組んでいける

事業と考えております。その下の一定金額の考え方ですが、こちらの６０ページの、様式

第３３号、収支予算書でございます。収入の部の指定管理者委託料（Ａ）、利用料金収入

（Ｂ）、こちらの金額の合計が、支出の管理運営経費（Ｃ）を上回る金額が利益というこ

とになり、その金額がどれ位かということになるかということになります。それに際して

は、過去５年間の実績を踏まえ、魅力ある自主事業を展開していくためには、それ相応の

経費がかかり、その分を考慮していただければということと、また、建物も竣工およそ、

２０年が経過し、経年务化も見受けられるようになっており、修繕費などの経費も協議の

上、考慮いただければ存じます。いずれも、一定利益を超えた利益を市民に還元するとい

う考え方が基本です。還元を考慮する時期、基準ですが、基本的には単年度で協議し、次

年度予算に反映させる方法でいかがかと考えます。総合的には、市と協議の上、市の意向

を尊重していきたいと考えております。 

  続きまして、１４号の２６ページでございます。施設の利用条件の頄目以外に予定して

いる施設利用者への還元方策ですが、市の決まりごとに則って対応することを基本としま

すが、緊急性・重要性等を考慮し、市と協議しながら、公平性、透明性を確保しながら、

市に負担をかけない方法で、利用者の代弁者としても柔軟に対応したいと考えます。 

  続きまして、１８号、３３ページをご覧ください。管理運営の執行体制ということで、

指定管理者の本社には社長を、統括責任者、かつ、グループ長とした、穴川コミュニティ

センター支援グループを構成し、事業所を完全にバックアップいたします。 

  続きまして、穴川コミュニティセンターには所長、業務執行責任者が常駐し、業務全般

を取り仕切ります。日々の業務推進はもとより、日々の報告・連絡・相談や、利用者、 

地域住民の方々との折衝の窓口責任者でもございます。 

  続きまして、１９号、３７ページをご覧ください。自主事業を合わせた管理体制でござ

いますが、管理運営業務と自主事業は、本社並びに現地ともに、同一のスタッフで対応し
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ます。自主事業に関しては、社長が率先して企画に加わり、共催していただく団体やマス

コミ、福祉団体など、後援団体や協賛企業との交渉に当たりたいと思います。特に、地元

マスコミ各社との常時の情報交換は、事前広報や当日の取材報道などを通し、自主事業に

は欠かせない存在として重要であると考えます。また、所長を中心とした職員は、サーク

ルや地域住民の声を基にした自主事業を企画し、チラシ、ホームページによる募集、結果

のまとめやデータの集積など、次回へのフィードバック業務も行います。チラシ、ポスタ

ーの作成は経費削減の観点から、職員にて作成します。募集における名簿の管理は個人情

報保護法に則って管理運営いたします。 

  続きまして、第２２号、４１ページをご覧ください。自主事業の効果的実施ということ

で、あらゆる立場の利用者がワクワクして参加したくなるような、コミュニティ創造、健

全育成、市民意識醸成、障害者・高齢者福祉など、様々な観点から、魅力ある自主事業を

企画展開して参ります。 

  続きまして、第２２号、４２ページをご覧ください。魅力ある自主事業ということで、

こちらに列記させていただいておりますが、すべて現在行っている事業で好評であるため、

継続して実施していきたいと考えております。また、利用者の声を聞きながら、新たな展

開をしていきたいと考えます。 

○部会長 はい、よろしいでしょうか。続いて、質疑応答に移りたいと思います。各委員か

ら何か質問等がありますでしょうか。 

○委員 ５８ページ、諸室有料化の予測額ですが、この表を見ると、屋外の、例えば、コミ

ュニティまつりでフリーマーケットが出ていますが、これらの費用の収入はどの辺に掲載

されているのでしょうか。そしてまた、そのフリーマーケットの金額ですね。どこで、ど

ういうふうにして決められるのでしょうか。それをちょっと教えていただきたい。 

○京葉美装 今ご指摘のコミュニティまつりのフリーマーケットのことについてはですね、 

利用料金は一区画２メートル×２メートルで、４平方メートルでとらせていただきました。 

 一区画１，５００円となっております。その辺の料金体系は従来、行政で運営した時が、

１，０００円でやっておりました。コミュニティまつりの運営費がだんだん、特設ステー

ジ代の他、物価の上昇によりだんだん上がってきておりまして、否応なく１，０００円か

ら１，５００円というような価格に引き上げざるを得ませんでした。その辺の価格の決定

は、運営委員会にも諮って決めております。 

○京葉美装 こちらについては、新たな収支予算書には計上していないのですが、市の委託

事業としてとらえており、今までは、平成２２年までは、収支予算書の中に、１５万円を

穴川コミュニティまつりの予算を市から頂戴しておりました。その金額の中で収入、例え

ば、来場者のご厚志がありますが、それは、仮設のステージやお弁当代等の支出に回る、

収入に関しては、先ほどのご厚志やフリーマーケットの収入は、ここには現れていないの

ですが、基本的には持ち出し事業で、今まで５年間やっています。そういうものを含めて、

今の指定管理者だからお話しできるかもしれないが、基本的には、指定管理者の方で賄っ

ている事業ということで、あえて計上しておりません。 

○委員 ３３号様式、６０ページですが、ここの支出の頄目の管理費、この内容は、 

５４ページに記載されてある施設管理費、エレベーター、修繕費、それから、自主事業費、 

水道光熱費なんかも入っていますか。 

○京葉美装 そうですね。 

○委員 水道光熱費のところで、不要の場合は削除し、削除した上での予算ですか。 

○京葉美装 入っております。 

○委員 かなり安いような感じに見受けられますが、現在の指定管理者として、妥当な見積
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もりだとお考えでしょうか。 

○京葉美装 それについては、今まで光熱水費は別で、指定管理者の負担に入っていなかっ

たのですが、今後は指定管理者が負担するということでした。穴川コミュニティセンター

は複合施設であり、穴川単体でいくらかかっているのか把握しづらい。この数字は電気・

ガス・水道の料金を、それぞれ調査し、我々の負担分を計上しております。その金額を除

いた金額も、事務費に関しては過去の実績を基に出しております。この８百何十万という

数字は、今までのメーターの数字とかを基にとらえています。負担的に、この光熱水費の

負担の比率が大きいのですが、この数字は過去の子メーターの数字から計上しております。 

○委員 わかりました。 

○部会長 他にご質問はありますか。 

○部会長 様式６関連ですが、アンケート等で評価して、現在の管理者として５年間やって

いらっしゃると思うのですが、モニタリングの結果について、具体的に教えていただきた

い。今の穴川コミュニティセンターの現状としてどういう問題意識があるのか。特に今後

の利用促進、あるいは、自主事業について、どのような今後の展開が考えられるのか。漠

然な質問ですが、お答えください。 

○京葉美装 モニタリングは毎年やっておりますが、その中で一番多いのが、やはり、予約

の取得についてです。ご高齢の方もいますし、１回窓口にきたら、一ヶ月分まとめて予約

をとれるようにというような、意見・要望が一番多かったです。細かなものでは備品の充

足ということですね。 

○部会長 それに対して、どういう解決策を考えているのでしょうか。 

○京葉美装 予算内で備品に関しては取り揃えておりますし、購入する優务の項番をつけて

おくようにしております。 

○部会長 予約に関しては、どうですか。 

○京葉美装 予約に関しては、設置管理条例で決まっていることですので、丁寧にご説明 

申し上げて、一ヶ月前からの予約ですということで、ご承諾いただいております。 

○京葉美装 利用促進等についてですが、運営委員会を毎月開催しておりますので、意見交

換をしたりしています。あと、サークルの代表の皆様とも気軽に声を掛け合うようにして

おりますので、こういう事業をやったらおもしろいかなとか、ためになるかなといったも

のを吸い上げながら実現化している状況でございます。 

○部会長 ありがとうございます。はい、委員、どうぞ。 

○委員 苦情についてですが、聞いた話では、当該利用者はわがままがいろいろと出てきま

す。先ほどの体育館の提案のように、暑ければクーラーを入れて、寒ければ暖房を入れて

ほしいという要望が、部屋中で起こる。今、言われたように、利用するにしたって、長期

利用する人は固定利用で、長期間その部屋を優先して押さえたいという、その辺の線引き

が非常に難しいと思いますが、一方的に市民の要望だけ伺うだけじゃなくて、いろいろと

整理しながらやっているとは思います。言葉としてはとてもきれいですが、現実はそんな

に甘くはないと思います。 

○京葉美装 体育館に関しては、施設の大幅な工事も必要だと思いますが、調べましたら、

スポットクーラーであれば、１０万円程度でございますので、そういったもので、平成 

２３年度は１、２台設置してみようかと考えております。 

○委員 今年は特に、熱中症とかで、室内でも倒れるといったようなことが、年によっても

いろいろとあって、大変だと思いますが。 

○部会長 他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

○委員 これまで、市内の事業所とどういったところで協力体制をとっていらっしゃったの
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か。また、市内産業の振興にどの程度関わられてきたのかというところを教えていただけ

ますか。 

○京葉美装 当然、私共もできないような業務に関しては、例えば、工事関係、建築工事と

か、ちょっとした修繕工事に関しては、市内業者から見積もりをとって実行していくと 

いう内容でございます。あと、設備とかですね。警備については本社のスタッフでもでき

るのですが、法定的な、専門業者でなければできないエレベーターとかというものに関し

ては、大規模なものに関しては、市内というわけにはいかないが、なるべく、市内を優先

してということを考慮した採用の仕方をさせていただいております。 

○委員 東京あたりに委託することもあり得るのですか？ 

○京葉美装 場合によっては、市内の業者では対応しきれない部分もございます。 

○部会長 他にご質問はいかがでしょうか。 

では、今の関連質問でよろしいでしょうか。市内産業の活性化ということで、 

下請けは、市内の業者を使うという話ですが、それ以外に運用面、特に自主事業を通じて、

市内の産業ですね。一次、二次、三次産業とあると思いますが、その産業が活発化するよ

うな、何かアイデアというのはお持ちでしょうかね。 

○京葉美装 個別のものは「こぢんまり」としていますが、コミュニティまつりとか、大き

いものになってきますと、地元の農協さんとかと提携して、産地直送の野菜を売っていた

だいたりしております。あとは、地元の尐年野球チームで団体として模擬店を出していた

だいたりしておりますが、これはごくありきたりなもの、たこ焼きや、カレーライス等に

なります。市内産業としては、産直ぐらいですね。 

○部会長 ありがとうございます。 

○京葉美装 今後、商工会議所やいろいろな団体とも付き合いがありますので、いろいろな

意見を聞いていきたいと思います。 

○部会長 これからですね。 

○京葉美装 はい、そうです。 

○部会長 ご質問ございますか。はい、委員、どうぞ。 

○委員 今度は地域の学校について、特別支援学校が区内にあると思うのですが、そちらの

生徒さんを、職場体験実習で受け入れた、あるいは、中学３年の知的障害の生徒さんをお

預かりしたとありますが、こういった活動はどのくらいやってこられたのですか。 

○京葉美装 穴川コミュニティセンターでやったのが初めてです。一般的な市の請負業務に

関しては、どうしても業務を推進していかなければいけないという部分がございますので、

多尐ちょっと難しいところがあるのですが、コミュニティセンターで受け入れるという話

を所長さんに相談したら、こういう施設だから受け入れてほしいという話でしたので、そ

ういう経緯でやらせてもらいました。 

○委員 今回のようなことは毎年実施してきたのか？ 

○京葉美装 実は今年そういう話がきまして、すんなりと受け入れたのですが。今まではな

かったですね。 

○委員 今後も継続していくということでしょうか。 

○京葉美装 今後も継続していきたいです。 

○ 委員 ありがとうございます。  

○部会長 様式１８号関連で、人員配置についてお伺いしたいのです、現指定管理者として、

４、５名いらっしゃると伺ってよろしいでしょうか。 

○京葉美装 そうですね。所長、副所長と、受付の事務員が２名です。 

○部会長 あと、技術系の方は？ 
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○京葉美装 今までは設備のしばりがなかったものですから、指定管理者以外の部分で、 

市の委託業務で別会社の方が巡回できていたというのが現状です。 

○部会長 今後は御社から出すということなると、これを減らすことは難しいのでしょうか。

現状に鑑みて。 

○京葉美装 う～ん、そうですね。 

○部会長 要は人が尐なくなると、実際の運営に穴が開いてしまうとか。 

○京葉美装 昼間と夜間でローテーション勤務をさせているのですが、絶えず窓口には各所

室の受付と体育館の受付で２名置いています。そういった関係で、提案書では日勤の受付

で５名となっていますが、夜間も同じく２名で受付しております。 

○部会長 それが最低限だということなのでしょうか。それでは、設備管理の技術員という

方はどういう仕事をされるのでしょうか。わからないので、教えていただきたい。 

○京葉美装 空調関係の運転、監視、日常点検ですね。電気に対しては、検針業務です。 

○部会長 現指定管理者の業務ではなく、他の委託業務で入っているということなのですね。

基準が変わるに伴って必要になってくることで必要不可欠ということなのでしょうか。 

○京葉美装 今までの指定管理者にはない業務ですね。業務としてはあるのですが、（次期

の）指定管理者の業務に組み込まれてくると認識しております。 

○部会長 ありがとうございます。他にご質問ありますでしょうか。 

○委員 他の指定管理者との意見交換をなさっているという記述があるのですが、年間どの

くらい、そういった機会があるのでしょうか。 

○京葉美装 他のコミュニティセンターとのということですね。連携についてですか。 

○委員 意見交換する場について、お聞きしております。 

○京葉美装 上期・下期各１回位で、近隣のコミュニティセンターの所長と打合せをしてい

ます。 

○委員 わかりました。ありがとうございました。 

○部会長３１号関連ですが、支出の見積もりに関して、今後、経費削減の努力をされると思

うのですが、コストを削れるとしたら、どういった経費を削れるでしょうか。 

○京葉美装 今回、設備管理業務が含まれるということで、今まで外部の会社がやられたか

らということもありますが、別途で（経費を）計上しています。例えば、夜のスタッフを、

今は事務系の人ですが、そういうことをにらみながら、現在、防火管理者（の資格講座を）

を受けたりして、そういう人が兼務になれば、夜のスタッフを今３人、事務系２人と技術

系１人でみておりますが、技術系と設備の（合わせて）２人でできると思います。そうい

ったところで削減していけば、今後、市と協議しながら、人員経費の削減部分が出てくる

のではないかと考えます。 

○部会長 有資格者を設置する方向で考えているのでしょうか。 

○京葉美装 夜の人間の事務系の者が、専門技師ではないが、必要最低限の一次処理ができ 

るくらいの教育をすれば、夜は３人はいらないかなと思います。 

○部会長 わかりました。ありがとうございます。他にご質問等ありますでしょうか。 

それでは、そろそろ時間だと思いますので、これで終了させていただきます。ありがとう

ございました。 

○京葉美装 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○部会長 選考結果につきましては、本年１２月下旬にご通知差し上げる予定です。どうも

ありがとうございました。 

 

（退室） 
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○部会長 それでは、仮採点に入る前に、委員同士で意見交換を行いたいと思います。 

何かご意見ですとか、他にご質問がある方はご発言ください。 

○委員 ぜひ、こちらを利用されている方に、現状の利用の管理運営についてお聞きしたい

ですね。 

○部会長 端的に言えば、今の、株式会社京葉美装の管理はどうですかという話だと思いま

すが、委員からいただいてよろしいでしょうか。 

○委員 先ほど、コミュニティまつりの時のフリーマーケットの使用料が年々値上がってき

ております。先ほど、会計の収支予算書をみたら計上されていないと言っていたので、そ

れはオープンにすべきかと。今、６０区画だとか、高くなって全部（店舗が）入っていな

い。利用度は７０％位です。値上げしてから。７０％にしても、４０店舗くらい入るわけ

ですから約６万円位。それがどのように使われているのか、オープンにしてほしかったな

という気がしないでもないのですが。 

コミュニティまつり実行委員会から、地元の自治会に何も話がない。それが地域との 

連携という言葉と相反するのかなという気がします。 

備品についてですが、尐ないです。地元で敬老会を１５０人位でホールを目一杯使って

やりますが、机や椅子が全然足りない。いつを基準にして足りない備品を補充するのか、

ここには書いていない。細かいことなのでここにはいらないのかもしれないが、コミュニ

ティセンターにマッチした設備が不足しているのかなと感じました。 

○委員 次のサンアメ・テアトルグループと収支予算をみると、第３３号様式を見比べます

と、人件費、事務費、管理費がすごいばらつきがあって違う。一応、株式会社京葉美装は、

実績に基づいて予算を組んでいるので、ある程度正しいかと思うのですが、サンアメ・テ

アトルグループは、すごく膨らんでいるのもあるし、引っ込んでいるのもある。こちらの

真実性を確認したいと思います。 

○部会長 それはむしろ、サンアメ・テアトルグループに対してということでしょうか。 

○委員 そうです。 

○委員 ただ、２者しか応募がない中で、委員と同じように、見積もりの中で、 

ちょっと不安があるところもあるのですが、今、委員から伺った意見を踏まえると、どっ

ちかにしなきゃならないのかなと。 

○委員 どっちかになるのでしょうが。 

○部会長 それは聞いてみてということになると思いますが。 

○委員 会計明朗にするというのは当然だと思いますが、ただ、今の実行委員の中には経費

と６万（の収入）と相殺しているのではないかな、地域の人たちで。だから、明朗にする

のは当然ですが、地域の人たちとどうしているかということだが、ちなみにびっくりした

のは、隣の町内会にイベントをやる際に案内状も差し上げないということはいかがなもの

かと思います。 

○委員 去年からやっと来始めた。 

○委員 ああ、そうですか。実行委員の誰かが作っているのかということでは。 

○委員 初めて聞いた。実行委員のメンバーに誰が入っているかも、僕も知らなかった。調
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べなかった方が悪いのかな。それで、コミュニティセンターまつりの負担金も、わずか１，

５００円とはいうものの、１，５００円の売り上げを上げるのも大変です。ですから、そ

ういうものが、例えば、テントを借りるのに４万円つぎ込んだというのであれば、それは

それでいいのですが。 

○委員 その辺は事務局に確実に指摘していただければ、よりよいのではないかと。 

○部会長 今おっしゃったのは、１１号の様式と１２号の様式に関することだと思います。

近隣施設との連携とか、あるいは、利益の還元とかについて、いろいろとご意見があると

いうことで。あと、ご意見、よろしいでしょうか。それでは、仮採点に移りたいと思いま

すので、仮採点をお願いします。 

 

（仮採点） 

 

○部会長 それでは、よろしいでしょうか。それでは、次のサンアメ・テアトルグループさ

ん、ご入室をお願いします。 

 

（入室） 

 

○部会長 どうぞお掛けください。よろしいでしょうか。それでは、千葉市稲毛区穴川コミ

ュニティセンター指定管理者にご応募いただきまして、ありがとうございます。ご着席の

ままで結構ですので、ご出席の方の紹介と提案内容の説明を１０分以内でお願いします。

なお、説明は提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を２０分、合計で３０分以内とさ

せていただきます。それでは、よろしくお願いいたします。 

○サンアメニティ それでは、座ったままで失礼させていただきます。穴川コミュニティ 

センターの応募提案をさせていただきます。まず、はじめに、職員の紹介をさせていただ

きます。代表企業サンアメニティの千葉支社長の熊谷と申します。続きまして、当社指定

管理事業室室長の布施でございます。構成員企業の東京テアトルの染谷でございます。本

件につきまして、総括担当者は熊谷、主要担当者は染谷、なお、館長については、社内異

動による人事を考えておりますが、こちらの布施が候補予定者の一人です。 

それでは、内容について説明させていただきます。この度の指定管理者の公募におきま

して、代表企業にサンアメニティ、構成員企業に東京テアトルでの２者による共同企業体

としてグループを編成し、本案件にエントリーいたしました。 

代表企業であるサンアメニティは、公共施設の運営である指定管理者の実績としてこれ

まで全国で約２０数件の受託実績がございます。現在、千葉県では、県立富津公園を三者

ＪＶの構成員企業で、運営にあたっております。その他、指定管理者事業以外では、公共

施設における清掃や設備保守点検、プール監視、トレーニング指導といった委託事業の実

績は多数ございます。千葉市においては、稲毛区小仲台に支社を構えておりまして、打瀬

公民館の管理清掃業務については、平成１３年の立ち上げ当初から、現在まで業務にあた

っております。 

つづきまして、構成員企業の東京テアトルは、映像事業、広告宣伝事業、ホテル飲食事
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業や、自社ビルの管理運営を含めた不動産事業などの総合事業を多角的に展開している 

法人でございます。また、市内では、美浜区でＰＡＴ稲毛の運営をしております。 

私たちグループが本施設の指定管理者を応募した動機及び目的は、本施設が文化施設と

スポーツ施設を兼ね備えた施設であり、互いの強みを発揮できる施設と判断したことです。

サンアメニティは公共施設の施設管理受託とスポーツ施設の運営を受託し、東京テアトル

は映画館やホテル等の運営と建物の維持管理業務をしていることで、施設運営と維持管理

業務の両面で兼ね備えております。また、お互いの強みを施設管理に生かし、サービスの

向上、コスト縮減に貢献できると自負しております。 

私たちグループは、穴川コミュニティセンターの設置目的である、市民のコミュニティ

活動のための施設として本施設を設置するという課題達成のため、各社の得意とする事業

分野については、事業ノウハウを最大限に発揮するとともに、その他の部分については互

いに補完し合うことで、指定管理者に課せられた使命を果たし、設置目的を達成したいと

考えております。よろしくお願いします。 

それでは、提案書についてご説明いたします。はじめに、本施設を管理運営するにあた

っては、指定管理業務が単なる施設管理業務のアウトソーシングの延長ではなく、官・民

がそれぞれの強みを生かして適切に分担された役割を果たすことが必要であり、政策目的、

設置目的の実現に向かってパートナーシップを築くことが大切であると考えております。 

私たちグループは、今回の提案書作成に対し、以下のことを考慮して、提案書を作成い

たしました。一つ目は稲毛区住民のコミュニティ活動の現状の把握、二つ目は稲毛区のコ

ミュニティ活動を理解した上での本施設の設置目的の実現に向けた提案、三つ目は市の制

作を理解した提案、四つ目は安全で利用しやすい施設運営管理、亓つ目は円滑に施設管理

運営ができる管理体制と収支計画、最後に、本施設が施設の貸し出しが主体であることを

踏まえた上で多くの市民の皆様がコミュニケーション活動に参加できる自主事業等のきっ

かけ作りの提案でございます。 

私たちは、稲毛区が抱えるさまざまな問題の原因となっている、住民同士のつながりの

希薄化の解消の一助となるような、コミュニティの場作りを目指す提案を心がけました。 

  さまざまな機関から発信されている情報によると、コミュニティ活動の形態は、従来の

町内会、自治会を中心に構成されるエリア型コミュニティから、特定のテーマでつながり

を持った人々が集まってできた、テーマ型コミュニティへと移行しているとされています。 

  インターネットの情報社会においては、当然の姿と受け止められます。このような状況

下、私たちは設置目的である、コミュニティ活動の施設であるとして、本施設を設置する

という課題達成のために、本施設の利用状況を分析し、既存の利用者の活動を妨げないよ

うに、施設稼働率が５０％に満たない部屋及び時間帯の稼働率を向上する必要があると考

えました。 

  その解決策として、稼働率の低い部屋での自主事業を企画して、本施設の利用のきっか

け作りを行い、自主事業展開からサークル化へとつなげる支援を行っていくことで、コミ

ュニティ活動につながっていく活動の提案をしております。 

  自主事業では、「地域コミュニティリーダー養成講座」というものを企画提案させてい
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ただきました。この実施に向けては、市や近隣大学との連携を図りながら、地域が主体と

なって地域コミュニティ達成の担い手として、活躍していただける人材を要請していくこ

とを目的とし、開催いたします。なお、将来的には、産学協働の事業となるようにしてい

きたいと考えております。 

  三つ目の、市の施策を理解した提案について説明いたします。まず、市民の利用に関す

る提案についてご説明いたします。本施設は、市民が利用する貸出業務が主体となってお

りますが、本施設の設置目的及び地域住民のニーズを反映した自主事業も大切な業務に 

なります。また、重要事業である、穴川コミュニティセンターまつり等の指定管理者主催

事業も、これまで実績等を踏まえた上で、主体的に運営委員会を組織し、万全の体制で 

開催いたします。 

  私たちは、市民の方々が安全で、快適に利用しやすい施設運営をするために、サービス

の向上策を提案いたしました。 

  これらの提案をするために、複合施設であるというメリットを最大限に活用し、各施設

と連携をとりながら、利用しやすい運営を提案しております。具体的な提案方策は、次の

ようになります。 

１ 各施設の連絡先や開館時間等の一覧を書面化し、利用者からの問合せにスムーズに対応

できるように準備いたします。 

２ 複合施設の情報の共有化を図ります。 

３ 区役所、消防署と連携した事業提案を企画実施いたします。 

４ 緊急時の連携と災害時対応に備えた講習等の指導依頼を行います。 

  私たちは、市民の皆様が気軽に安心して本施設を利用していただくために、法令を遵守

した透明性のある運営と、気軽に利用できる環境整備を整備し、利用者ニーズの的確な 

把握と、その反映方法及び苦情処理方法、リスクマネジメントについて提案しております。 

  個人情報保護については、法令を遵守し、マニュアルの整備、保護管理体制を構築して、 

 職員への研修を確実に行うことを、細かく提案書に記載いたしました。 

  私たちは、本施設への応募にあたり、２者の業務実績を生かした様々な提案をしており

ますが、本施設の管理運営を行う際は、利用者の意見を大切にしたいと考えております。 

  利用者の要望、提言、苦情は貴重な情報です。これらの要望、提言、苦情は事業所内で 

 ＰＤＣＡの手法を使って分析し、改善につなげて参ります。利用者ニーズを的確に把握し

て、サービスの向上を図るためには、サンプリング数を増やす必要があり、日常のコミュ

ニケーション、アンケート、インターネット活用等で情報を収集し、共同事業体内で分析

を行って、改善策を策定し、職員間の情報の共有化を徹底して、実施につなげていく提案

をしております。また、苦情処理方法においても、同様なＰＤＣＡサイクルを回す方法で

対応する提案をしております。 

  リスク管理については、市とのリスク分担を明確にし、コミュニケーションを大切にし 

て対応したいと考えております。 

  施設維持管理業務では、市内業者の優先的採用、及び職員の市内雇用は当然のことと      

 受け止めて、提案書に記載いたしました。また、男女共同参画社会の推進については、 
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受付事務職員の雇用は女性を優先的に採用することで対応する予定です。 

  本共同企業体は、２者ともに建物の維持管理業務をしております。幹事会社は多くの公 

共施設の維持管理業務を受託しており、構成会社は自社ビルが東京都における特定温暖化

対策事業者に指定されている関係で、環境への配慮については日常的に対応しております。 

提案書においては、特に記載しておりませんが、本施設の維持管理業務においても、 

当然のこととして、環境への配慮として管理業務をいただきます。 

  災害時の対応についても、本施設が複合施設であるというメリットを十分に認識して、

区役所、消防署と連携しながら、準備を行い、対応する所存です。 

  次に、施設管理体制について説明いたします。本施設には、総括責任者として１名、 

そして、補佐役として副館長を１名、常時配置いたします。施設の貸出等の窓口業務や、

金銭収受業務のための受付業務の事務要員として常時２名配置いたします。また、繁忙期

の対応は増員で対応いたします。 

  また、共同事業体各社からエリアマネージャーをたて、市との調整業務とのバックアッ 

プを実施いたします。緊急時対応は、警備会社等の専門業者と連携して対応いたします。

自主事業等での講師等は、市内の人材を活用しながら対応いたします。施設維持管理業務

は副館長が対応し、企業体、本社及び支社がサポートいたします。 

○部会長 時間となりましたので、以上とさせていただきます。 

○サンアメニティ ご静聴、ありがとうございました。 

○部会長 続きまして、質疑応答に移りたいと思います。委員からご質問がありますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 

○委員 この共同事業体についてですが、この指定管理者は株式会社サンアメニティがなっ

て、東京テアトルさんから指導を受けるというという形なのでしょうか。 

○部会長 様式第３０号関連ですか。 

○委員 はい、そうです。 

○サンアメニティ ５１ページ等での記載のことでよろしいでしょうか。 

○委員 はい、そうです。 

○サンアメニティ 普段は代表企業が総括責任者を立てるとともに、施設の運営部分を主に

担当させていただこうと思っております。構成員企業の東京テアトルに関しましては、 

建物の維持管理部分を主に担当します。担当分けでやっていくわけですが、説明にもあっ

たとおり、互いにメリットといいますか、生かせる部分は、他で足りなければ、補完し 

合うという形でＪＶとしてエントリーしております。 

○委員 特に東京テアトルさんが指導するというような役割はないのでしょうか。 

○サンアメニティ 例えば、維持管理等で、職員等のメンテナンスを含めて、東京テアトル

の持っているマニュアルを活用しながら、教育に生かすと考えております。今回、各社で

人員配置を提案しているものですから、それを生かしていこうと考えております。 

○委員 質問したのは、実は３３号様式の収支予算書の管理費の部分が結構高いので、この

中にはそういった指導料があるのではないかという感じがしたので質問したのですが。 

○サンアメニティ 内訳詳細には入れているのですが、一般管理費では、エリアマネージャ
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ーでの巡回対応以外に、研修費も盛り込んでございますので、そういった部分の費用は 

ここにみております。 

○部会長 ３４号様式でしょうか。 

○サンアメニティ そちらでございます。 

○部会長 よろしいでしょうか。他に。委員、どうぞ。 

○委員 あまりにも管理運営費が低すぎるのではないかと思うのですが。（収支を） 相殺

し、市からの委託料が約２，７００万で心配です、いうのが１点目。２点目は、日常 清

掃業務を再委託すると、さらに事務的経費がかかるだろう、まして、委託すれば、緊急時

の他、例えば、雤が降った日、風が強い日といった、臨機応変な対応が必要となった 場

合、サービスが十分対応できるのか。その辺の２点、心配なのですが。 

○部会長 ３３号様式、３４号様式でしょうか。 

○委員 それが一つですね。 

○部会長 あと、人員の体制でしょうかね。１８～２１ページの関係でしょうか。１８ペー

ジの人員配置についてのご質問ということでよろしいでしょうか。 

○委員 それよりも、清掃を外部委託するということで、（その分を）人件費に足せば、ま

あまあ（の金額）なのかなと思います。この中で、光熱的な経費がみられてないようだが、

対応しきれるのでしょうか。 

○部会長 関連質問で、質問させていただきたいのですが、１８号の様式で、日常の管理体

制ですが、日中は３人くらいの体制でされると記載されておりますが、設備関連はどなた

がやるのかということが盛り込まれてないような気がします。あともう一つ。３４号様式

の光熱費に関して、これはガス代だけ計上されていると、みてよろしいのでしょうか。と

いうますのは、水道代、電気代は、どのようなご理解をされているのかということをお尋

ねしたい。 

○サンアメニティ まず、ガス代に関しては、おっしゃるとおり、ガス代だけみさせていた

だいております。過去の資料からですね、電気代、水道代関係の実績が見えてこなかった

ものですから。今回、それも含めて、一般管理費にのせさせていただいて、十分な費用と

して考えております。 

○部会長 どうやら、制度的には、水道代とか負担しなければいけないということですが。

この数値は変わらないと理解してよろしいですか。 

○サンアメニティ はい、そうです。その前の（設備の人員配置の）質問に戻りますが、館

長、副館長が日常的な設備の巡回は対応させていただくという体制でございます。いわゆ

る、保守点検というのは外部委託でさせていただくと思っております。各社に設備部分の

職員がいるものですから、エリアマネージャーとともに、定期的に施設を訪問するという

中で、フォローというか、バックアップをはかっていこうという考えでございます。あと、

清掃の件でのご質問についてですが、清掃は外注していこうという考えですが、基本的に

常駐の職員等を含めて、日常目視点検を行いますので、例えば、ゴミが落ちている場合は

拾っていくとか、そういう対応はさせていただこうと考えております。 

  私共、いくつか指定管理施設をやらせていただく中で、いろいろな経験値の中から、ク
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オリティを大きく落とすことなく、対応してきた実績の中で、今回こういった提案を出さ

せていただいております。あと、補足で、清掃についてですが、日常の清掃は人の雇用、 

いわゆる、今やっていらっしゃった方、シルバー人材センターの方を直接共同事業体で 

雇用して清掃していただく。それから、定期清掃については、特殊な業務になりますので、

これは専門業者に委託するということで考えております。 

○委員 清掃関係は委託費で組んでいるが、全部は委託するのではないということでしょう

か。今の人件費に加えれば、概ね人件費的には対応できるのかと。ただ、何故、日常業務

を外部委託するのか。外部委託すれば、事務的経費もかかり、無駄なことだと疑問を持っ

たので。ただ、今言われているシルバー人材センターや、直営でみれば、これは人件費の

中に入れておけばと。ちょっと疑問に思ったので。あと、法的点検は外部委託で、専門で

なければ無理だということですよね。様式３４号にちらっと書いてありますが、概ねこう

いった理解でよろしいでしょうか。 

○サンアメニティ 人的経費というか、（外部）委託業務となると、会社と離れてとなりま

すが、指定管理となれば、そこで職員等が一緒にということもございますので、その部分

は、ある程度、縮減というのが可能かと考えております。先ほど申し上げたように、館長、

副館長が巡回点検をさせていただきます。設備的にも、安全面でも、清掃面でも、合わせ

てやっていこうと考えておりますので、その部分で一般的な委託の部分よりはうまく処理

できるということで、やらせていただこうという考えでおります。 

○委員 言葉としては非常にきれいですが、新年度からは料金徴収とか、これまでは体育館

ではありましたが、そういった業務が入ってきます。館長さんが、点検云々に、日常的な

ことまで、言葉としてはすっと聞こえて、きれいだなという感じはするが、実際に対応し

きれるのか。 

○サンアメニティ 新規で立ち上げさせていただくときは、エリアマネージャーが１～３月

位、週４、５日行って、急遽の場合のバックアップを含めて、現場のことがわかりません

と対応できませんので、エリアマネージャーが、立ち上げ当初、期間を決めて一緒に行く。 

 今ご指摘の通り、私共も料金改定しますので、たぶん、利用者から、手続きのいろいろな

負担とかが出てくると思っておりますので、スタート部分では経費がかかってくると思っ

ております。で、この部分の経費は、直接的にはここには盛り込んでおりません。やはり、

これは、これから５年間の指定期間の中で、私共がこの事業を考えていこうという中で入

れてございますので、そこで見立てた管理費というのは、先ほど説明させていただいたよ

うに入れてありますが、ここでの人件費と言いますか、そういった処理は特にしていない

のですが、この部分では責任を持って対応していこうと考えております。 

○委員 また、管理費の話ですが、様式３４号の管理費の一番下に、「支社・本社経費・研

修費３，４２９，０００円」と上がっているのですが、これはもし、千葉の単独の会社の

受注であれば、ちょっと多いのかなというような気がします。これは、まあ、削れるよう

な感じもしますが、いかがでしょうか。 

○部会長 この具体的な区分けというのはどういったものでしょうか。「支社・本社経費」

ということで、ひとまとめになっておりますが。 
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○サンアメニティ 具体的には、例えば、給与計算や振り込み等は本社でかかってくる経費、

先ほど申し上げた、エリアマネージャーと対応して、ずっと現場に常駐するというわけで

はございませんが、そこで定期巡回をしたりとか、かかってくる経費、また、従業員とか

に必要な研修を行おうと思っていますので、その時に部屋を借りたり、講師にかかってく

る費用と含めて考えております。それと、私共も現状での業務をやっているわけではござ

いませんので、こういった指定管理者制度の中で、売り上げを管理したり、お金を管理し

ていかなければいけないものですから、その中では見えてこない、予備費的な部分も含め

て、ここでの管理費は計上させていただいております。 

○委員 様式３号のところで、これまでの実績を書いていただいているのですが、ここを拝

見しますと、公園、プール、スポーツセンターとか、次のページにいっても、ご経験とし

て、どの程度、自主事業なんかを企画して、立ち上げて、人を集めてくるというようなこ

とを、これまでなさってきたのか、ちょっとよくわからなかったのですが。 

○サンアメニティ 様式３号、５ページ等で指定管理者事業の実績を述べさせていただいて

いますが、公の施設の実績の最初に出ている広島県立三次公園は、広島県の都市公園です

が、ここの施設構成は、５２ヘクタールという都市公園の中で、屋外施設と同時に、スポ

ーツ施設と、文化施設、カルチャーセンターとかがございまして、施設での稼働率を上げ

ようというところで、地域の講師ですとか、地域の団体と一緒になりながら、例えば、手

話教室や英会話教室を実施しました。これは平成１７年からやらせていただいた施設です。

こういったところを皮切りに、スポーツ教室とか、社会体育施設でも、やらせていただい

ている実績がございます。 

○委員 そういった中で、穴川コミュニティセンターで、どんなことをやっていったらいい

かな、この辺の地域のことを、現状を押さえている範囲内で結構ですので、どんな風に押

さえていらっしゃるか、教えていただきたいのですが。 

○サンアメニティ 今回の穴川コミュニティセンターですが、私共でも、今やっていらっし

ゃるような自主事業をいろいろと調べさせていただきました。その結果、コミュニティ 

センターという施設の特性が、地域の方が最終的には自主グループ化と言いますか、地域

の方々同士でお部屋を使って、活用していただけるのが一番だと思いました。したがいま

して、現在やっている教室の中で、自主事業で参考にさせていただき、提案させていただ

いておりましたが、冒頭の説明にもありましたが、特に一番力を入れていこうと思ってお

りましたのは、「地域のコミュニティリーダー」を養成していこうということに力を入れ

てやっていきたいと考えております。指定管理者が何人かの講師を入れてやっていくとい

うよりは、地域のコミュニティリーダーを養成していく中で、それを指定管理者がバック 

アップするのか、一緒にやっていくのかについて検討しましたが、本来、指定管理者がや

っていくべきではないかと提案しております。この地域は大学等が多くございまして、私

共も小仲台に支社を設けていますが、数年前に千葉大学さんから、公共施設での研究をし

たいという問合せがあったものですから、私共もいろいろな事業経験を踏まえ、ヒントと

いいますか、この施設をやるにあたりまして、何か文化的、体育的な教室を私共がたくさ

ん開くというよりも、今、やっていらっしゃる事業の中で、いろいろとこれまで実績のあ
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るものについて、私共でピックアップして継続していければいいと考え、今回提案に盛り

込ませていただきました。 

○委員 先ほど、コミュニティリーダーの育成とおっしゃったのですが、具体的にどんな方

がコミュニティリーダーとお考えですか。 

○サンアメニティ 対象は、基本的には区民を考えておりますが、地域のコミュニティ活動

をどのようにしていったらいいのか、私共も一緒に考え、活動していきたいと考えており

ます。 

○部会長 関連ですが、そのことについて、様式のどこで言及しているのですか。お言葉で

初めて伺ったような気がします。それで、そういった活動の実績ってお持ちなのか、お聞

きしたいのですが。他の施設でやって、功を奏したとかという実績があれば。 

○サンアメニティ それに関しましては、自主事業の様式・・・ 

○部会長 自主事業関連、２２号様式だと思うのですが。あと１５号様式あたりで。 

○サンアメニティ あと３５号様式で具体的な事業は入れさせていただいております。今、

申しました事業の内容については、細かくページの中で記載しておりませんでしたので、

今日の発表の場で、補足を含めて説明させていただいた次第でございます。で、あと、 

実績ですが、特に、こういったコミュニティセンターの施設の指定管理者はやっておりま

せんので、直接的な実績はないのですが、こういった公共施設の指定管理者をやる中では、

地域懇談会とか、地域の方に集まっていただく中で、関連する団体の方々と一緒にやりな

がら、懇話会とか、そういうのをやったりしてきたことがあったものですから、今回指定

管理者をやるとなったときに、ぜひ、そういった事業をやりたいと思い、今回ご提案させ

ていただきました。 

○部会長 他にご質問ありますでしょうか。委員、よろしいでしょうか。 

○委員 はい、結構です。 

○部会長 他の委員のご質問もなければ。ちょうど時間となりましたので、これで終了させ

ていただきます。ありがとうございました。選考結果につきましては、本年１２月下旬に

ご通知差し上げる予定です。 

○サンアメニティ ありがとうございました。失礼いたします。 

 

（退室） 

 

○部会長 よろしいでしょうか。これより、事務局より説明があります。 

○事 務 局 着席にて失礼させていただきます。冒頭に説明させていただきました、資料 

６－１「審査頄目一覧表」２枚目の一番下の欄の、「管理経費の縮減（２０点）」の下段、

「（２）管理経費の低廉化（１０点）」の採点についてですが、提案様式第３３号「収支

予算書」の収入欄、指定管理者委託料のうち、株式会社京葉美装が「１６９，２５５， 

０００円」、サンアメ・テアトルグループが「１３５，２７１，０００円」で見積もられ

ておりますので、式にあてはめて計算しますと、提示額が低い、サンアメ・テアトルグル

ープが「１０点」、株式会社 京葉美装が７．９点ですので、「８点」となります。 

したがいまして、採点表の各社１回目の一番下の欄に、サンアメ・テアトルグループに
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「１０点」、株式会社京葉美装に「８点」とご記入をお願いいたします。 

○部会長 ただいま、事務局から説明がありました。仮採点に入る前に、委員の皆さんの意

見交換を行います。何かご意見等がある方は、ご発言をお願いいたします。 

○委員 全体に言えることですが、利益還元のご提案で、分母ないし、掛け率がいろいろと

あると思うのですが、全体の費用で当初の見積もりを上回った部分について、どれだけ還

元するということころもあれば、利用料金収入の見込みを上回ったところについて、掛け

目をかけて利益還元というところもある。どちらの考え方がふさわしいのか。実効性があ

るというか。悩ましいなと思うのですが。 

○委員 どっちでもいいのではないかと考えていますが。 

○部会長 筋から言えば、自主事業の関しての収入であれば、自主事業の収入で余剰が出た

場合にはやった方がいいと思うのですね。要するに、そこで経費が増えてしまえば、還元

しないという話になって、いい加減な管理になってしまう可能性がある。実効性では、逆

の結果になってしまうのかなという気もします。むしろ、全体でやれるときにやる方が、

いいことばかり言っているけれど、本当に実効性があるのですかという気になってしまう

と思う。むしろ、こちらの方が現実的な話なのかなという気がします。 

○委員 今の２者に関しては、こういった議論以前かなという気がしますけど。 

○委員 そうですね。あまりポイントとして考えなくていいのではないでしょうか。 

○部会長 今、ご質問が合ったことに関連ですが、やはり、光熱費について、どうなのかと

いうことで、前者の株式会社京葉美装は約８００万でしたか。水道使用料を除いても、尐

なくとも７００万位は計上しなければいけない。営業努力で解消するとおっしゃいました

けど、本社の経費でも約３００万しかとっていない。そうすると、絶対マイナスになる。

そうすると、委託費から引くとか。そもそも実効性がないという話になってしまいますが、

先ほどのご説明があったとおり、これは形式論でやるということで、統一的な見解だとい

うことでよろしいのでしょうか。先ほど、外で午後１時前に市とお話しさせていただきま

したが、そういう方向性だということは伺いましたが。 

○事 務 局 採点につきましては、現行の手法を採用することになります。 

○部会長 はい、わかりました。 

○事 務 局 先ほどの光熱水費につきまして、数字はともかく、先ほどのような説明があっ

たものですから、点数としては、（採点する）基準を満たしていると考えております。 

○委員 株式会社京葉美装は、現指定管理者なので、この費用の見積もりに関しては、かな

り現実を踏まえて出してきていると思うのですよね。ただ、サンアメ・テアトルグループ

はどうも、一般管理費としておっしゃる費用は、ちょっと余計なものがついているし、現

実にやっていないから、かなり不足の部分があるのではないかと、そんな印象を持つので

すが。 

○委員 後の応募者は、質問に対する答えになっていない時がありましたね。そういうこと

を聞いているではないという時がありましたね。 

○委員 稲毛区は教育学園都市という特性があると伺っていますが、もう失礼だけど、地域

のリーダーは相当育っているわけですね。そこへ、新入の人が、地域リーダーを育てます
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なんて、高武者に出たって、コミュニティっていうのは、昨日今日でなるものじゃない。

僭越ですが、あなた方が稲毛区まできて、ごちゃ混ぜするようなことはやめてくださいと

いうのが本音。先輩方が築き上げて、盆踊りだ、祭りだと、千葉市全体がそうだと思いま

すが、そこへいきなり地域リーダーを育ててあげるのだと。あまり言いたくはないけれど、

そんなに力むことはないのではないでしょうか。 

○委員 地域リーダーの育成、何度も質問したのですが、地域のリーダーってことが 

わかっていないと思います。 

○委員 たぶん。だから、ああいうことを言うのではないか。 

○委員 コミュニティセンターは指定管理者としてやった経験がないのではないか。 

○部会長 そうですね。清掃とかの業務を請け負っています。 

○委員 リーダーについて、一番はじめに言及された時は、サークルを立ち上げる時の 

リーダーと理解していた。それならば、実現できるかどうかは別として、魅力的な話では 

ないのかなと思いました。ですから、利用促進について、アイデアをお持ちなのかなと、 

思っていました。その後、それを「地域のリーダー」と言っていましたね。 

○委員 学識のある方々が自治会活動でそれなりに育って、実績がある。まして、穴川コミ

ュニティセンターは、長沼コミュニティセンターはできて５年目に比べ、こちらはもう数

十年、２０年近くが経過している。こういう地域のリーダーはそれなりに育っていると思

う。僭越だけど・・・。 

○委員 確かに、予算は安く見積もっていると思うのですが、どうもあれは甘いと思う。 

○委員 事務局にちょっと言いたいが、ただ金が安ければいい、契約にも最低制限価格があ

って、これ以上下げたら、工事が成り立たないことがある。最低制限価格を割った 業者

と契約した後で誰が被害者か、それは市民に戻って来てしまう。契約解除とかで･･･。 

○委員 契約期間が５年間ですからね。 

○委員 コミュニティセンター１３館あるうちの平均価格は、過去の実績から出ているので

すから、それで企業努力した上で、人件費を数パーセント削って、最低制限価格を 

 設定して、点数を積算するならいいけど、寂しい採点方法だなと。 

○委員 標準価格を出していただきたかったですね。平均すればいい。 

○委員 今の事務局を責めても仕方がない。もっと上の方ですね。あまりにもこれしかみて

いないのではないか。 

○委員 じゃあ、私がたぶん市長にお会いすることになると思うので。 

○委員 欠陥と言っても。 

○部会長 制度の穴として、今回、他区でも問題になったので、事務局レベルでも解決 

できない問題で、全体の委員からも市に対して意見申し上げる予定です。制度論の話に 

なってしまうと仕方ない。先ほど、（事務局が）言われたとおり、「８点」、「１０点」

をつけざるを得ない。 

○委員 私は（サンアメ・テアトルグループの）経営が成り立つか、管理運営の心配をして

いるのに、何で「１０点」なの。５年間実績積んできた京葉美装が、予算上マイナスにな

るというのは、私はどうかと思う。 
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○委員 だいたい皆さんの思いは統一されてきたので、あとは採点してみて、集計していた

だければどうでしょうか。 

○部会長 最終的に結果が出てみて、どうなったかによって、再度議論をさせていただきた

い。あと、気になったのが、実効性の問題ですが、３人で運営されるという話をおっしゃ

っていましたけれど。実効性は。 

○委員 現実は３人で対応できると思いますか。無理ですよね。 

○部会長たぶん、清掃スタッフが１人入ると思う。それを含めても４人。 

○委員 それにしても、電話は常に１人は絶対事務所にいなければいけない。それにお客さ

んの窓口対応、体育館の料金の授受、部屋に入った人のチェックとか、誰かトイレに行っ

たり、とてもじゃないけど、ちょっと厳しいのではないか。 

○部会長 わかりました。他にご意見は。もうよろしいでしょうかね。それでは、仮採点を

お願いします。 

「指定管理者審査採点表」を事務局が集計しますので、１５時３０分までに着席ください。 

 

（休憩） 

 

○事 務 局 それでは、再開させていただきます。穴川コミュニティセンターの集計につき

ましては、長沼コミュニティセンターのヒアリングが終わってから、発表したいと思いま

す。それでは、部会長さん、議事の進行をよろしくお願いします。 

○部会長 それでは、議題１の「長沼コミュニティセンター第１次審査の結果について」、

事務局から報告をお願いします。 

○事 務 局 資料４－２をご覧ください。資料のとおり、第１次審査の各頄目を審査した結

果、全応募者が不適格要件に該当しないことを確認しました。報告は以上です。 

○部会長 ただいまの事務局の説明について、何かご質問はございますか。特にないようで

あれば、続きまして委員からの事前質問書及びその回答について説明をお願いします。 

○事 務 局 それでは資料７－２をご覧ください。アクティオ株式会社、ＦｕｎＳｐａｃｅ 

・オーチュー共同事業体各社に事前質問がありましたので、各社の回答を事務局でとりま

とめました。こちらの内容について説明させていただきます。 

最初にアクティオ株式会社につきまして、質問を２点いただきました。 

「１．自主事業の予算の一括計上ではなく、事業別の計上はできませんか。 

２．１５号の自主事業からサークル化したグループに対して、３か月の優先予約を受け 

付けると記しているが問題ないか。」 

という質問に対する回答につきまして、説明させていただきます。 

「１．事業別の収支のわかる資料を郵送にて送らせていただきました。郵送された資料と 

して、別添「資料」を添付させていただきました。 

２．予約方法に関しては条例等の決定事頄である場合、稲毛区様との協議、引いては 

他のコミュニティセンターとの標準化も必要になってくると認識しております。 

      従って、同事頄につきましては選定をいただいた後、稲毛区様と協議させていた 

だく予定でございます。 
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   また、協議の結果実行可能な場合は他の利用者や団体との公平性や情報の周知を 

最大の重要事頄として調整する所存でございます。」 

  以上でございます。資料につきましては、後ほどご確認ください。 

続きまして、Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体につきまして、質問を１点 

いただきました。 

「長沼コミュニティまつりの組織とその内容、予算について教えてください。」 

という質問に対する回答につきまして、説明させていただきます。 

「１．組織についてですが、 

    運営協力委員１５人とサークル代表者１５人の計３０人でコミュニティまつり 

実行委員会を組織し、指定管理者は事務局を担当しています。 

２．内容についてですが、 

長沼コミュニティセンター利用サークル及び関係団体の発表・展示・模擬店等。 

詳しくは、一覧表に整理されております。 

３．予算についてですが、 

    コミュニティまつりの予算につきましては、様式第３３号の収支予算書には算入 

しておりません。 

      年次計画書を提出する際に、コミュニティまつりの予算を収支予算書に算入する 

ように市からご指示をいただいてから算入します。 

      長沼コミュニティまつりの予算としては、過去の実績として１５万円を算入して 

おります。」 

説明は以上です。 

○部会長 ただいま、事務局から説明があった内容について、委員のご意見を伺いたいと思

います。ご意見等ある方はいらっしゃいますか。それでは、質問してよろしいでしょうか。

（アクティオ株式会社の）資料の扱いについてですが、提案書と一体化するものと解釈し

てよろしいでしょうか。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長（資料は）遅れて出てきたものですよね。後出しになってしまいませんか。 

○事 務 局 提案書の一番後ろの、提案書第３５号様式の詳細のところに、添付資料がある

のですが、その資料と同じものです。 

○部会長 わかりました。すでに出ているものだということでよろしいでしょうか。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 もう一点ですが、優先予約を受け付けることは、現行制度上可能なでしょうか。 

○事 務 局 それは難しいと思います。 

○部会長 できないことということですか。今後、条例、規則等の改正の可能性も。 

○事 務 局 現行は１ヶ月前で、これを２ヶ月前にするということを弾力的な運用を、指定

管理者の権限でできるかどうかですが、この内容については、市民総務課と協議させてい

ただいてということになりますが、現段階で確率は低いと思います。 

○部会長 では、可能性は低いと伺ってよろしいのでしょうか。そういう前提でのご提案 
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だということでしょうか。 

○事 務 局 はい、そうです。他にも、コミュニティ運営に関する懇談会の他、組織がござ

いますので、そこでの判断も併せて必要になってくると思われます。 

○部会長 ご意見、どなたかいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは、事前質

問書の意見交換を終了させていただきます。それでは、申請書の受付項に応募者が入室いた

しますので、長沼コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定に入ります。１社目、

「アクティオ株式会社」をお願いします。 

 

（入室） 

 

○部会長 どうぞお掛けください。大変長らくお待たせいたしました。稲毛区長沼コミ 

ュニティセンター指定管理者に応募いただきありがとうございます。それでは、着席の 

ままで結構ですので、ご出席の方の紹介と提案内容の説明を１０分以内でお願いします。 

 なお、説明は提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を２０分間、合計で３０分以内と

します。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

（株式会社アクティオのヒアリング部分については、その公開について当該応募者と協議中

のため、現在公開しておりません。） 

 

（退室） 

 

○部会長 本来であれば、仮採点をしていただく。その前に、委員で意見交換した上で仮採

点したいと思いますが、時間が押していますので、特段、何かおっしゃりたい方いらっし

ゃいますでしょうか。なければ、手短に仮採点をお願いします。 

 

（仮採点終了） 

 

○部会長 仮採点はよろしいでしょうか。では、続きまして、次の「Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オ

ーチュー共同事業体」をお願いします。 

 

（入室） 

 

○Ｆｕｎｓｐａｃｅ よろしくお願いいたします。 

○部会長 どうぞお掛けください。大変お待たせいたしました。稲毛区長沼コミュニティセ

ンター指定管理者に応募いただきありがとうございます。それでは、着席のままで結構で

すので、ご出席の方の紹介と提案内容の説明を１０分以内でお願いします。 

  なお、説明は提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を２０分間、合計で３０分以内

とします。それでは、よろしくお願いいたします。 
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（Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のヒアリング部分については、その公開につい

て当該応募者と協議中のため、現在公開しておりません。） 

 

（退室） 

 

○部会長 よろしいでしょうか。ここで、事務局より説明があります。 

○事 務 局 冒頭に説明いたしました、資料５－１「審査頄目一覧表」２枚目の一番下の欄 

の「管理経費の縮減（２０点）」の下段、「（２）管理経費の低廉化（１０点）」の採点    

についてですが、提案様式第３３号「収支予算書」の収入欄、指定管理者委託料のうち、 

アクティオ株式会社が「２３７，４９３，０００円」、ＦｕｎＳｐａｃｅ・オーチュー 

共同事業体が「２３１，９１２，０００円」で、ＦｕｎＳｐａｃｅ・オーチュー共同事 

業体が最低提案価格となります。 

数式にあてはめますと、最低提案価格を提案したＦｕｎＳｐａｃｅ・オーチュー共同 

事業体が「１０点」、もう１社のアクティオ株式会社が、９．７点となるため、四捨亓入

すると「１０点」となります。したがいまして、各社「１０点」となります。 

採点表の各社１回目の一番下の欄に、ＦｕｎＳｐａｃｅ・オーチュー共同事業体、 

アクティオ株式会社ともに「１０点」と記入してください。 

○部会長 それでは、アクティオ株式会社の際に意見交換をしなかったので、その両者につ

いて意見交換した上で、ＦｕｎＳｐａｃｅ・オーチュー共同事業体の仮採点に入りたいと

思います。何かご意見・ご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員 オーチューさんは、なかなか、地域コミュニティという名前に沿った運営して 

いるかなと。本来、自治会は今一番地域の中に根付いていて、今は区役所の下請けみたい

な立場ですよ。その自治会を中心にして、コミュニティが回ってくれているというのは、

役員としてはうれしいです。さっきも独居老人のことで、うちも同じですが、自治会の会

長と話した中で、カラオケがあるからおいでよという誘いを、コミュニティセンターでこ

ういったことをやっていると知らせてくれる、そういうことに取り組んでいることは、こ

れからの高齢化社会に向かっても、すごくプラスかなと感じています。アクティオ株式会

社については、機械的にやっているような感じを受けました。 

○委員 本社経費をつけすぎている。 

○部会長 実際、言葉ではいろいろと夜にお声かけとか出ていますが、実際にされている 

ということで伺ってよろしいのでしょうか。 

○委員 はい、そうですね。 

○委員 私が最後に、自信を持って５年間の成果と言えることについてお聞きしましたが、

まさに、それを言ってほしかったのですが。何もおっしゃらなかったので、控えめだなと

思いまして、ここでアピールしてもいいかなと思ったのですが。何もおっしゃらなかった

ので。 

○委員 比較すると、アクティオ株式会社はあまりにもずさんな、まして、市の指定管理業
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務を５年もやってきたのが、何で条例・規則も読んでないのという感じで、寂しいなと感

じました。 

○部会長 ご指摘の部分ということですね。 

○委員 現在受託されているところはそれなりのしっかりした認識はあるなという印象はあ

りますよね。地味な感じでしたが。地に足がついているというか。 

○部会長 アクティオ株式会社について、他で実績があるところですが、こちらの地元の方

に聞いたら、結構、肯定的な評価が出ていましたよ。 

○委員 そうですか。 

○委員 ああ、そうですか。 

○委員 強みは、実際にやっているから、地域のことがおわかりだというのがあるかもしれ

ませんね。 

○部会長 比較的、地域性については、ちゃんととらえていたかなという気がします。周辺

道路の関係や、工場とか学校との位置関係といったことですね。これらのことをまともに

答えられない事業者も中にはいます。一応、社長さんを含めて、ご覧になっているのでは

ないかなと。 

○委員 （アクティオ株式会社の）社長の勢いはすごかったですね。 

○委員 そうですね。はじめてみましたよ。Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体も社

長がいらして。 

○委員 力が入っていましたよね。 

○委員 ただ、（アクティオ株式会社は）６６施設もやっているから、場数を踏んでいると

思います。申し訳ないけれど、こういうパフォーマンスだと思っていました。 

○委員 プレゼンはうまいですよ。 

○委員 何故、事務方が条例・規則改正までして、全体施設が有料化となって、体育館の 

回数券のことは小さなことだけど、そういったことを見逃している。社長の意気込みと 

乖離しているのではないかと感じました。 

○委員 一つには、もともと条例・規則で決まっていることは、ここに書かなくてもいい。

それはやらなければいけないことなので、書かなくてもいいという気がしました。 

○部会長 そうですね。そもそも論で、変えられないことをここで書いて、勇み足でそうい

うことを書いてしまったら、マイナス評価にしていいのかということですよね。 

○委員 そうですね。 

○委員 先ほどの委員のご意見は採点に大きく影響すると思います。 

○委員 そうかもしれないですね。委員としては、次回もＦｕｎｓｐａｃｅ・オーチューさ 

んになってほしいと思いますか。 

○委員 あんまり思わない。 

○部会長 ああ、そうですか。取組は評価されているのですよね。 

○委員 今のところに相対的には続けてほしいということですね。 

○部会長 それでは、意見交換が終了しましたので、５分間で仮採点をお願いします。 

○委員 一番下の箇所は「１０点」づつでよかったのか。聞き漏らしたかもしれない。 
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○事 務 局 はい、そうです。 

○委員 ９点いくつとか言っていたので。 

○事 務 局 それは、（アクティオ株式会社が）「９．７点」のことで、四捨亓入すると

「１０点」になります。 

○部会長 進行としましては、今、採点結果を（事務局に）出しましたので、事務局で集計

をしていただくということでよろしいでしょうか。最初の穴川コミュニティセンターの採

点集計結果はいかがでしょうか。それでは、事務局より発表をお願いします。 

○事 務 局 それでは、千葉市稲毛区穴川コミュニティセンターの採点結果の発表をいたし

ます。 

① 株式会社京葉美装 平均で１００．４点（総合計で５０２点） 

② サンアメ・テアトルグループ 平均で８４．８点（総合計で４２４点） 

以上でございます。 

○部会長 ただ今、事務局から採点の結果が発表されました。その結果、株式会社京葉美装

が第一項位、サンアメ・テアトルグループが第二項位となっております。 

この採点結果について、各委員からご意見等をお聞きします。何かご意見のある方は、 

どうぞご発言ください。ちなみに、株式会社京葉美装は現指定管理者ですか。 

○事 務 局 はい、そうです。 

○部会長 結果的には、継続して業務をやっていただくこととなります。委員さん、利用さ

れるお立場で、何か感想でも結構なので。 

○委員 サンアメ・テアトルグループについては内容を見た限りでは、提案内容がちょっと

このままでは好ましくない面も結構見られます。妥当な結果だと思う。 

○部会長 結論的にはご異論がないものと伺ってよろしいでしょうか。委員は、 

いかがでしょうか。 

○委員 僕も会計報告のことを組み入れていただきましたので、それが改善されれば、株式

会社京葉美装が引き続きで異論はありません。 

○委員 私もないです。 

○部会長 私も特に異論はありません。 

○部会長 特に異論がありませんでしたので、特に再度の採点をしたいという申し出もない

ので、ただ今事務局よりご発表いただいたとおり、株式会社京葉美装を指定管理者予定候

補者の第１項位に、サンアメ・テアトルグループを第２項位といたします。 

今後、第１項位の候補者と指定管理者の仮協定の締結の手続きを始めていただきたいと

思います。 

なお、手続きの過程において協議が成立しない場合は、第２項位の候補者と項次協議を

行うことになります。 

○部会長 続きまして、選定理由のまとめを行います。選定理由としまして、これまでの結

果のとおり、皆さんの採点表等を確認しますと、「第一項位の株式会社株式会社京葉美装

が、総得点で第二項位のサンアメ・テアトルグループに勝っていた。」になりますが、い

かがでしょうか。特にご異論等はありますでしょうか。 
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○部会長 特にないのでしたら、それ以外に、選定理由についてのご意見がございましたら

お願いします。 

○各 委 員 特にありません。 

○部会長 特にご意見がないようですので、選定理由は以上のとおりとさせていただきます。

そうしましたら、次に、今、行われました長沼コミュニティセンターの採点は今集計中と

いうことですので、１７時３５分まで休憩とさせていただきます。 

 

（１０分休憩） 

 

○部会長 それでは再開させていただきます。事務局で採点結果の発表をお願いします。 

○事 務 局 それでは、先ほどお手元にお配りしました、千葉市稲毛区長沼コミュニティセ

ンターの採点結果を発表いたします。 

① アクティオ株式会社 平均で９９．６点（総合計４９８点） 

② Ｆｕｎ ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 平均で１１２．０点（総合計５６０点） 

以上でございます。 

○部会長 ただ今、事務局から採点の結果が発表されました。その結果、Ｆｕｎｓｐａｃ

ｅ・オーチュー共同事業体が第一項位、アクティオ株式会社が第二項位となっております。

本部会として、この採点結果について各委員から意見を伺いたいと思います。ご意見はい

かがでしょうか。 

○委員 特にございません。 

○部会長 特にご異論なしということでよろしいでしょうか。委員さんは。 

○委員 特にございません。 

○委員 特にございません。 

○部会長 特にございません。 

○部会長 ただ今、事務局から発表のとおり、Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体を

指定管理者予定候補者の第１項位に、アクティオ株式会社を第２項位といたします。 

  個々の検証の作業をしていませんが、どうしましょうか。当初の議事の運営としては、

個々の集計が間違っていないか確認した上で・・・。 

○事 務 局 そうしましたら、皆さんに採点していいただいた採点表と確認していただいて

からにしましょうか。 

○委員 要するに、採点表の自分の点数と、新たに入力して集計し点数が合っているかどう

か、確認するということですよね。 

 

（各委員が記入した採点表を手渡す。） 

 

○部会長 だいじょうぶですね。 

○委員 結構です。 

○委員 結構です。 
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○委員 １箇所違います。 

○事 務 局 違います？ 

○委員 ここに８点をつけているのですが、ここが６点になっています。２点違っています。 

○部会長 それでは、再度発表する必要があります。点数を発表しなければいけませんね。 

 では、やり直しします。先ほどの発表についてはすべて撤回ということでよろしいでしょ

うか。私は大丈夫でした。委員の採点と事務局の集計が違っていたということになります

ので、よろしいでしょうか。 

○委員 委員が先ほど採点表を置いて退席されたので、部会長さんに確認していただければ

よろしいかと思います。 

 

（再度確認作業） 

 

○部会長 手書きの字がちょっとかすれていますので、原本で確認できますでしょうか。原

本で確認していただきたいのですが、間違いはないと思いますけれど。 

 

（休憩後、再集計した集計表を配布する） 

 

○部会長 では、改めて事務局から採点結果の発表をお願いします。 

○事 務 局 それでは、千葉市稲毛区長沼コミュニティセンターの採点結果について発表さ

せていただきます。 

① アクティオ株式会社 平均で１００．０点（総合計５００点） 

② Ｆｕｎ ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 平均で１１２．０点（総合計５６０点） 

以上でございます。 

○部会長 ただ今、事務局の発表のとおり、Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体が指

定管理者予定候補者の上位となっております。 

本会として、この採点結果について、各委員からのご意見を伺いたいと思います。 

先ほどと変わっていないということですが、特にご異論なしということでよろしいでし

ょうか。 

ただ今、事務局の発表のとおり、Ｆｕｎｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体を指定管理

者予定候補者の第１項位に、アクティオ株式会社を第２項位といたします。 

今後、第１項位の候補者と指定管理者の仮協定の締結の手続きを始めていただきます。 

なお、手続きの過程において協議が成立しない場合は、第２項位の候補者と項次協議を

行うこととなります。 

○部会長 続きまして、選定理由のまとめを行います。選定理由としては、「Ｆｕｎｓｐａ

ｃｅ・オーチュー共同事業体が、総得点でアクティオ株式会社に勝っていた。」というこ

とで、いかがでしょうか。特にご意見等なしということでよろしいでしょうか。 

  特にそれ以外にご意見等がないようでしたら、選定理由は以上のとおりとさせていただ 

きます。 
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それでは、最後に、事務局から伝達事頄等はありますでしょうか。 

○事 務 局 資料２「指定管理予定候補者選定の流れ」をご覧ください。 

今後の流れですが、本日の選定結果、部会長から、千葉市市民局選定評価委員会の会長

へご報告させていただき、その後、会長から市長に、同委員会として答申していただくこ

とになります。 

答申を受けまして、市は「指定管理者予定候補者」を決定することとなりますが、その

時期は１２月上旬を予定しております。 

また、応募者への選定結果通知は１２月下旬を予定し、第１項位の応募者と年明け１月

上旬に「仮協定締結」に向けた協議を進めてまいります。 

締結後、市のホームページに「選定結果」を公表いたします。時期は１月末頃を予定し

ております。 

なお、委員会及び部会の会議録につきましては、同時期に一括して掲載する予定です。 

その後、２月に開催予定の第１回千葉市議会定例会に、指定管理者の指定に係る議案を

上程し、議決を経た後、３月に「本協定」を締結し、４月から新指定管理者が穴川・長沼

コミュニティセンターにおける管理運営業務を開始することになります。 

以上の日程で進めさせていただきます。 

なお、予定候補者の決定、ホームページでの公表、議会への議案提出等に際しましては、

事前に委員の皆様にはご報告させていただきます。 

また、今回の部会の会議録につきましては、今月中旬頃、委員の皆さまにご確認をお願

いしたいと考えておりますので、その節はよろしくお願いいたします。 

説明は以上となります。 

○事 務 局 本日は、長時間にわたり、部会長をはじめ、委員の皆様におかれましては、穴 

川・長沼コミュニティセンター指定管理者予定候補者の選定につきまして、慎重かつ厳正

なるご審議をいただきまして、ありがとうございました。 

本日の選定結果を、千葉市市民局指定管理者選定委員会に報告するとともに、選定いた 

だきました指定管理予定候補者と手続きを進めてまいります。 

以上をもちまして、閉会とさせていただきます。 

なお、本日お持ちいただきました資料につきましては、この場にて、回収させていただ 

きます。机に置いたままで結構です。お気をつけてお帰りください。 

 


