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平成２２度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第２回緑区部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１２月６日（月） 午前１０時～午後６時３０分 

 

２ 場所：緑区役所 ５階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

木頭信男委員（部会長）、小川真実委員（副部会長）、 

鶴見泰委員、豊田洋祐委員、森山源次委員 

（２）事務局 

鈴木地域振興課長、植草課長補佐、高橋係長、山口事務員 

 

４ 議題： 

（１）千葉市緑区土気あすみが丘プラザの指定管理候補者の選定について 

（２）千葉市緑区鎌取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 

 

５ 議事の概要：  

（１）千葉市緑区土気あすみが丘プラザ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、順位を決定した。 

（２）千葉市緑区鎌取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、順位を決定した。 

 

６ 会議経過： 

○司会 おはようございます。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、ご出席いただ

きまして、まことに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

２２年度第２回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会緑区役所部会を開会いたしま

す。申しおくれましたが、私、本日、司会を務めさせていただきます、緑区役所地域振

興課の植草と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは、初めに、資料

の確認をさせていただきます。配布資料は、本日の次第、席次表、スケジュール表、応

募者一覧表、土気あすみが丘プラザ・鎌取コミュニティセンター指定管理者指定申請書、

提案書（原本）、審査項目一覧、審査採点表、以上をお配りしております。おそろいで

しょうか。不足等がございましたら、お知らせください。よろしいでしょうか。なお、

参考資料１の提案書の写し（提案書様式の順に並びかえたもの）をお持ちいただいてお

りますでしょうか。よろしいでしょうか。続きまして、会議の成立でございますが、本

日の出席委員は、５名の委員中、５名の委員が出席しております。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
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ことをご報告いたします。それでは、開会に当たりまして、緑区役所の地域振興課長の

鈴木よりごあいさつを申し上げます。 

 

○緑区地域振興課長 おはようございます。委員の皆様には、ご多用のところ、第２回緑

区部会にご出席いただきまして、どうもありがとうございます。先日、皆様にご案内さ

せていただきましたように、緑区では、土気あすみが丘プラザへの応募は２社、鎌取コ

ミュニティセンターには８社の応募がありました。その結果、皆様に膨大な提案書を、

先日、お渡しいたしまして、ご覧いただくのにお時間をかけたことと存じます。また、

本日も、提案いただいた１０社に対しまして、これから順次ヒアリングを行い、採点を

お願いするわけですが、地域に密着したプラザあるいはコミュニティセンターを運営す

る指定管理者として、今後５年間をお願いする企業を選定するもので、利用しやすい、

喜ばれる等の提案がなされた企業を皆様のご経験とご見識により、本日の限りある時間

の中で選定していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会 続きまして、本日の部会の進行について、ご説明いたします。本日の会議は、千

葉市情報公開条例第２５条に基づき公開されておりません。非公開となります。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、ご了承をお願いい

たします。それでは、本日の進行について、ご説明いたします。千葉市緑区土気あすみ

が丘プラザの指定管理者には、２社の卖独企業から応募がございました。また、千葉市

緑区鎌取コミュニティセンターの指定管理者には５社の卖独企業と三つの共同事業体

から応募がございました。本日は、各応募者による提案書骨子の説明を１０分、応募者

に対するヒアリング・質疑応答を１社当たり２０分程度行い、その後、採点を５分程度

行っていただきます。午前中は２社を、午後からは８社を実施いたしますが、午前・午

後の各ヒアリング等の都度、各委員さんの採点表を事務局で回収し、最終の集計をいた

します。なお、説明の都度の採点を決定とはせず、再度、改めて採点するかは、委員さ

んで最後の集計時に協議して決めていただきます。なお、必要に応じて再度１回の採点

を行うことができます。決定した採点結果を発表した後、委員の皆様で採点結果につい

て意見交換をしていただきます。また、採点により、午前は予定候補及び次の候補を、

午後は予定候補者の第１から第３までの順位の決定をするとともに、大変重要となりま

す、本部会としての業者選定理由をまとめることとなります。なお、各社説明等に要す

る時間は３０分以内としておりますので、内容説明は質疑応答等の時間の割り当て等に

ついては、それぞれ事務局が口頭でお知らせいたします。これからの進行については、

部会長さんにお願いいたします。部会長さん、よろしくお願いいたします。 

 

○部会長 さきの第１回部会で部会長に選出していただきました木頭です。委員の皆様、

本日はご多忙の中おいでいただき、ありがとうございます。なお、本日の部会は、次期

指定管理者の候補を選定する重要な会議でございます。皆様のご協力をいただき、この

会議を円滑に進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。ただいまより、提案者の

提案骨子の説明及び応募者に対するヒアリング・質疑応答を実施いたします。本日の午
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前中は、土気あすみが丘プラザの指定管理者について実施し、午後は鎌取コミュニティ

センターの指定管理者について実施する予定としております。それでは、あすみが丘プ

ラザ申請者の受付順に応募者が入室いたします。委員の皆様には、限られた時間内で質

疑並びに採点をしていただきますので、時間配分及び質問内容にはご配慮とご協力をお

願いいたします。 

 

○司会 １社目は、スカイビルサービス株式会社でございます。 

 

（スカイビルサービス株式会社 入室） 

 

○部会長 本日は、あすみが丘プラザ指定管理者に応募いただきまして、ありがとうござ

います。説明は、提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０分

以内でお願いします。なお、配分については、事務局より口頭でお知らせいたします。

それでは、ご出席の方の紹介と提案内容のご説明をお願いいたします。 

 

○スカイビルサービス 本日は、プレゼンテーションの機会を賜りまして、まことにあり

がとうございます。まず初めに、本日の出席者の紹介をさせていただきたいと思います。 

隣におりますのが、今回の案件の为担当であります伊丹でございます。後ろにおります

のが、副担当の長谷川、それと深沢でございます。私は、スカイビルサービス株式会社

営業推進部の殿河内と申します。よろしくお願い申し上げます。それでは、失礼して座

らせていただきたいと思います。まず初めに、今般の本施設の指定管理者に応募させて

いただきました理由でございますけども、弊社として、長年積み重ねてまいりました経

験、ノウハウを活用し、施設の重要性を十分に認識した上で、公平・公正に基づいた質

の高いサービスの提供と、地域住民の方々と一体となった運営を目指すことで、企業と

して社会貢献を具現化できる機会として、今回、応募させていただきました。詳しい考

え方については、後ほどまた述べさせていただきたいというふうに思います。次に、弊

社の会社概要について、簡潔に述べさせていただきたいと思います。弊社は、昭和５４

年、東京大田区にできました全日空の乗員訓練センターの建物管理を行うために設立さ

れた、全日空グループの会社でございます。その後、提案書に記載の諸施設を初め、航

空機の格納庫やターミナルビル等の空港関係関連の施設、また、東京全日空ホテルを初

めとしたシティホテル、その他、病院、寮、社宅、マンション等の多くの施設を受託し、

高品質と良質なサービスの提供等で高い評価をちょうだいしております。会社設立当初

は、総合ビルメンテナンス会社として、清掃、設備、警備を中心に展開してまいりまし

たが、全日空グループに限らず、広くグループ外へも展開したことにより事業も拡大し、

今日では、受付接遇業務、ラウンジ運営業務、フロント業務、特殊設備のメンテナンス

業務等、幅広く事業を展開するに至っております。これらの管理で培われた経験と知識、

技術力、ノウハウ等々、高品質を提供する管理手法に基づき、本施設の運営管理に総力

を挙げて取り組む所存でございます。ぜひ、弊社にご用命賜りたく、よろしくお願い申

し上げます。それでは、引き続き、具体的な説明を伊丹よりさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。事業運営提案書の１ページをごらんください。 
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 公の施設指定管理者制度の理解について、ご説明いたします。１に、公の施設の管理運

営のあり方として、利用者サービスの向上、利用率の向上、施設の有効活用、コスト削

減実施等、施設の設置目的の実現を図らなければならないと考えます。２に、目的を実

現するために、公民双方向のコミュニケーションを図り、よい関係を育む必要がありま

す。また、公平・公正な利用、安全・安心の確保、快適な環境を提供でき、利用者の声

を最大限に反映したサービスの向上を図ることが重要と考えます。３に、事業管理者制

度は、企業としての社会貢献を具現化できる機会であり、その認識のもと、住民、利用

者の立場に立った管理運営を行うものと考えます。次に、２ページをごらんください。

公の施設の設置や管理がどのように地域活性化に寄与することになると考えるかにつ

いては、４つの項目を上げました。特に、地域と信頼関係の構築は、運営懇談会、後で

述べます、利用者の意見を聞く会、サークルの会などにより、住民、利用者のニーズを

とらえ、コミュニケーションをとることができる場と機会をつくり出すことにより、地

域住民と管理者の信頼関係が構築され、地域の活性化につながるものと考えます。 

 次に、３ページをごらんください。本施設の管理運営の基本的考え方について、コミュ

ニティ活動を推進するに当たり、連帯感の醸成、信頼関係の構築、市のベストパートナ

ーの三つの内容で整理されると考えます。１に、指定管理者は、行政と住民の橋渡し役

として管理運営に当たるべきと考えます。２に、利用者に対しては、公平・公正な利用

を実現し、かつ、行き届いたおもてなしの心を持って応対する。行政の方針を十分に理

解した上で、行政と地域住民、市民の間の信頼関係の構築を図ることが重要であると考

えます。３に、弊社は、その経験と実績から、必ずや市のベストパートナーとなること

と確信します。次に、コミュニティ活動をどのように推進していくことが要求されると

考えるかについて、説明いたします。１に、サークル活動を通じて、住民が自発的に参

加する意思を促すような企画が重要であると考えます。２に、サークル活動を牽引して

いくリーダーが不可欠です。リーダーが自発的な意思で活動を牽引していく。これを強

力にバックアップすることが重要と考えます。３に、リーダーがコミュニティの醸成に

力を発揮し、指定管理者がバックアップすることにより、知恵や知識をフルに活用でき

るようなシステムが重要です。企画、場の提供をする際、各サークルリーダーがその原

動力になるはずです。これは、サークルや住民の人的資源、すなわち、ボランティアの

力をおかりすることであり、省コストにつながっていくと考えます。１１ページをごら

んください。モニタリングについて、説明します。住民のニーズを把握するには、従来、

行われているアンケートボックス、職員の巡回による意見の収集に加えて、定期的に地

域住民、利用者の意見をお聞きすること、これを正しく行政に伝え、継続的な改善につ

なげていくことが重要であると考えます。利用者の意見を聞く会、住民の意見を聞く会、

サークルの会を開催することを提案します。住民のニーズを把握し、ＰＤＣＡマネジメ

ントサイクルのノウハウを活用し、継続的な改善を図ります。続きまして、１７ページ

をごらんください。市内産業の振興について、本施設周辺地域での特徴的な要素を踏ま

え、相乗効果を期待する内容として、本施設周辺への来訪者や利用者、地域、住民、商

工会やＪＡなどへ、企画や場を提供し、利用していただくことで、市内産業の活性化に

寄与していきます。例として、地域活性化を実践しているところから講師を招き、講演

を行う、地域活性化の活動拠点として利用していただく、地域の会社にＡＮＡグループ
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が持つ社員教育のプログラムを利用いただくなど、いろいろ考えられます。また、清掃

業務及びメーカー設備点検等の業務については、市内業者等を優先します。２０ページ

をごらんください。職員の継続雇用に関しては、基本的に現在働いていらっしゃる職員

は、全員、再雇用する方針です。また、指定管理者期間終了後も、希望される方につい

ては、社内規程にのっとり、雇用の継続を確保したいと思います。２５ページをごらん

ください。利益等の還元の方針について、弊社は、今回の指定管理者の応募に当たって、

その社会的責任を考えたとき、大幅な利益を望んでおりません。したがって、地域に還

元する考えのもとに、施設の改修等の５０％、市への還元３０％、指定管理者へ２０％

としたいと考えています。２７ページをごらんください。次に、利用者サービスの向上

について、ご説明いたします。利用者サービスの向上の基本的な考え方ですが、快適性、

利便性、自为事業の三つを上げました。１に、利用者が施設に求めるものは温かい心の

こもった接遇であり、フロントラインとなる受付には自律したマナーと高い能力が求め

られると考えます。２に、わかりやすい施設内の案内表示や、案内などの配置など、利

用者が便利であると感じる施設でならないと考えます。３に、あらゆる世代が集い、各

世代が境界なく参加できる自为事業を企画いたします。３１ページをごらんください。 

 利用率向上については、地域ニーズを的確に把握、行政の方針をよく理解した上で、ニ

ーズに合った各種行事を企画していき、これを最適なプロモーション方法で利用率の向

上につなげていくことが必要と考えます。利用率向上のための重要な項目として、利用

者情報ネットワークの構築、リーフレットなどの作成と配布、プログラムの充実、利用

可能となった近隣自治体住民へのＰＲ活動、コンセプトの見直しなどの項目が考えられ

ます。次に、３３ページをごらんください。１に、本施設が建設された平成５年当時の

利用コンセプトがそのままに諸室が運営されています。各スペースの利用条件のばらつ

きが目立っています。利用者のニーズを改めて把握し、ニーズに合った大胆なコンセプ

トの見直しが必要である。例として、受付の改善、会議室の改善、資料室、幼児室の有

効活用などが考えられます。２に、近隣商工会、地域ＪＡ、土気緑の森工業団地、公民

館等の近隣諸施設などに利用促進のＰＲ活動を行います。４７ページから４９ページに

ついて、ご説明します。弊社は、ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１を取得しており

ます。あすみが丘プラザにおいても、同じマネジメントシステムを活用し、高い品質と

環境に優しい管理運営を行っていきます。５７ページをごらんください。収入及び支出

の妥当性について、ご説明いたします。収入について、諸室の利用が有料化されたこと

や、体育館使用料の値上げ等に伴い、初年度は利用率が下がると予想しましたが、何パ

ターンか収入予測を立てた結果、サービスの向上、利用率の向上等の施策により、影響

を最小限に抑え、前年比９５％と想定しました。その後は年度ごとに利用率の向上が順

調に伸びると予想し、算定いたしました。また、支出については、収入の増加により、

指定管理者委託料が大幅に減尐しました。人件費については、弊社社内規程に基づき算

定した結果、総額で減尐しております。ありがとうございました。 

 

○部会長 以上で、スカイビルサービス社の提案理由を終わります。委員の方々の何か質

問はございますか。 

 それでは、私から一つ、質問させていただきます。御社の３３号様式です。これで見
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ますと、管理運営費の中のちょっと管理費が若干高いかと思われますが、どこの点で費用

がかかっているのか、見積もりの費用がかかっているのか、ちょっとご説明していただき

たいと思います。 

 

○スカイビルサービス 管理費ですが、为要な特に大きな費用と申しますのは、やはり清

掃業務、あと、設備の管理業務ですね。そういったものが非常に大きなウエートを占め

ているというところでございます。例えば清掃ですと、年間で７６０万円ほど、そのう

ち、コストがかかっております。それ以外に設備の施設管理費として５５２万円、あと、

設備機器の管理費として２２６万４，０００円というようなものがございまして、全部

で１，５００万円以上のコストがそこに集中しているというところでございます。 

 

○部会長 その見積もり予算は、かなりシビアに見積もった数字ですか。 

 

○スカイビルサービス 特に、本施設の場合は、既存の管理者がいらっしゃるということ

もございまして、その辺の数字も参考にしながら、当社の卖価と掛けて算出させていた

だいたと。現実に言えば、なかなか厳しい予算でやられているのではないかなというふ

うにとらえております、現行ですね。私どもとしても、それを大幅に下げることは難し

いというふうに今は考えております。 

 

○委員 様式の具体的に言うと８号に基づいて質問をしたいのですが、スカイビルサービ

スさんでは、この緑区の特徴をどのようにとらえていますか。地域の地域性というか。 

 

○スカイビルサービス まず、緑が多いということ、それから、あと、住宅地であるとい

うこと、あと、非常にリタイアメンが多数在住していらっしゃるというところ、そうい

うところを様式８号の１から１５に上げさせていただいております。 

 

○委員 そうなると、为たる利用者層というのは、どの年代、世代とかというのは考えて

いますか。 

 

○スカイビルサービス 世代としては、非常に全般的な世代、小・中学校からお年寄りに

至るまで、非常に広い範囲内でご利用いただけるものと思っております。特に、小・中・

高については、利用者がそれほど伸びていないような印象を受けていますので、そちら

のほうの利用も促進できるような自为企画を企画したいと思っております。 

 

○委員 通常、その小・中・高というのは、平日昼間というのは学校へ行っているではな

いですか。大体夜間とか土日になりますよね。課外活動もやっているというふうに考え

たときに、为たる利用者層というのは、平日昼間を考えたときに、小・中・高生という

のは考えにくいと思うのですよね。そうなった場合、どこになるのかなと。 

 

○スカイビルサービス 平日の場合に、やはりリタイアメン、時間に余裕がある方、ある
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いは、为婦層の方が対象になるかなと思います。 

 

○委員 そのお話をいただいて、様式８号をよく見ていくと、その特徴的な要素との相乗

効果を期待した連携・提携ってありますよね。次世代を担う経営者とか、新人美術家の

ための常設美術館の設置などというのは、それはどこから出てくるのかなというふうに

思ったのですが、どういう根拠でこのような話をまとめたのかなと。 

 

○スカイビルサービス 今、現状お使いになっていらっしゃる方以外に、利用される方を

増やしていく中で考えていくためには、こういうような催しの必要性があるかなという

ように考えたものです。 

 

○委員 それは自为事業という形で展開していくのですか。それとも、既存のサークルの

方々のように集っていただける、こういう場があるというような提案という形ですか。 

 

○スカイビルサービス 両方を合わせてご提案したいと思っております。 

 

○委員 わかりました。様式の１５号についてなんですが、施設利用率の向上の考え方と

して、利用者情報ネットワークの構築という箇所があるのですが、その中で、ＡＮＡグ

ループが発行しているウェブ社内報に本施設情報を掲載し、利用促進を図っていくとい

うふうにあるのですが、どういうような効果を見込まれているのですか。 

 

○スカイビルサービス 弊社の千葉県民の社員数が３００、千葉市内の在住者が３５おり

まして、グループですと、それの数十倍の人間がこの地域に住んでいると考えられます。

こういう方々に利用していただくということと、それから、あるいは、ボランティアと

いうことを、今回、私どものコンセプトに入れておりますので、そういう方々がボラン

ティアに参加していただけるというふうに考えております。 

 

○委員 だから、ウェブの社内報ですよね。基本的にはＡＮＡグループの中ですよね。そ

れが、緑区あすみが丘とか、土気、鎌取とか、そのあたりのどういう地域に限定された

効果が得られるのかなと、ちょっと不透明なのですが。 

 

○スカイビルサービス 基本的には１番の地域掲示板ですと、ホームページですとか、利

用者情報のネットワークの構築のところで、こういうところでネットワークの大きなも

のとしてはこちらで考えておりますけれども、一つのツールとして、こういうものも利

用できるかなというところで書かせていただいております。 

 

○委員 もう１点、自为事業に関して、盛んにスカイビルサービスさんは、ＡＮＡグルー

プのグループ力、グループが持っている豊富な経営資源をアピールされていますよね。

自为事業にそれを反映させるという箇所もあるのですが、もうちょっと具体的に突っ込

んだ説明が欲しいのですが、どういったことを考えているのですか。 
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○スカイビルサービス 自为事業の中で考えているのは、紙飛行機の中で、飛行機の話と

いうところで、一つ、定年の整備士が講師になってやるというところを一つ上げていま

す。それから、あと、土気の緑の森の工業団地でしょうか、こういうところで、いろい

ろな会社さんがあるかと思うのですけれども、こういうところへＡＮＡのグループが持

っている社員教育プログラム、こういうものをご利用いただけるのであれば、場所とし

て提供できるのかなと考えております。 

 

○委員 ＡＮＡの機体整備場でも仕事の関係で訪問したことがあるのですが、具体的にＡ

ＮＡならではの紙飛行機教室ですか、どういった、これまで実績としての効果はありま

したか。 

 

○スカイビルサービス ご利用いただいたのは、羽田のターミナル地区で募集をしたとき

に、約３００名のご利用がありまして、機体工場等の見学とあわせてやったのですが、

かなり小学生の方が非常に喜んでいただいて、どちらかというと、ＡＮＡのファンをふ

やすという意味では、効果があったというふうに思っていますし、社会貢献の一つとし

てやらせていただいていると。 

 

○委員 これまで、指定管理者としての実績というのはございますか。 

 

○スカイビルサービス 弊社としては、今までございません。今回、初めてこういう機会

を得て、参加させていただいたというところでございます。 

 

○委員 今までの業務と違って、指定管理者として全体的に管理をするということに当た

って、今までよりも何か心がけている点とかはありますでしょうか。 

 

○スカイビルサービス やはり一般企業様の案件をお預かりすると、管理をさせていただ

くというのとは大きく違うと考えております。特に、やはり地域住民の方と一体となっ

てやっていかなければいけないという部分ですとか、また、多くのサークル活動をやら

れていると。我々も下見にも行かせていただきまして、尐しお話も伺ってきたりしたの

ですが、たくさんの方がご利用になられているということで、やはり公の施設というこ

とで、やっぱり今までの管理手法ではまずいのかなと。もう尐し突っ込んだ管理という

ものをしていかなければいけないと。それにつきましては、一部書かせていただいてい

るところもございますけれども、意識としては、やはり公の施設の管理と民間物件との

違いというのは非常に別に考えておりますので、これについては、十分我々としても、

今までと違うやり方という方向を示していきたいというふうに思っております。 

 

○部会長 ほかにございますか。 

 

○委員 施設の利用促進の中で、コンセプト、ここを見ますと、利用率が低いとかいろい
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ろな理由で、会議室の壁を可動式に間仕切りにするとか、いろいろ書いてあります。こ

ういう改装費用というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。御社のほうで全

部負担してやるわけですか。 

 

○スカイビルサービス 基本的には２０万円ですか、小修理というところでできるものに

ついては、もちろんその中で考えるということ、それから、大々的にやらなければいけ

ないコンセプトの見直し等については、やはり市とご相談しながらやる。また、もう一

つは、大幅な利益が出たときの還元の中で、５０％はこちらの施設の改修に充てるとい

うところを考えておりますので、これも市とご相談しながらですけれども、そういうと

ころから捻出していきたいというふうに考えております。 

 

○委員 ただ、利用者のほうから言うと、部屋の大きさというのは、そこを使うサークル

や何かの人たちを考えると、千差万別ですよ。広いほうがいいというのもいれば、いや、

やっぱり細かいのがたくさんあったほうがいいと、いろいろあるのですよね。ですから、

こういう考えが、多くの考え方もあると思いますけれども、実際問題として、利用者が

本当に利用しやすいような施設というのは、一体どんなものなのだということを事前に

よく調査していただいたほうが、私はいいのではないかなと。 

 

○スカイビルサービス そういう意味では、利用者の意見を聞く会ですとか、住民の意見

を聞く会ですとか、そういうものを催しながら、十分に利用者のニーズをお聞きして、

そういう方策を立てていきたいと考えております。 

 

○委員 ただ、利用者というのはいろんな人がいますからね。それぞれの全部を網羅する

ということはまず不可能ですから、その辺でどこかで線引きしなきゃならないわけです

よね。そういうときに、やはり相当やり方を慎重にやってもらわないと、せっかくいい

と思ってやったことが、逆に批判の対象になるというようなこともありますし、利用者

の中にはかなり勝手なことを言う人もいますから、そういうことも十分踏まえた上で、

やっぱり現状を変えるということの難しさは、あらかじめ承知しておいていただいたほ

うがいいのではないかなと、老婆心ながらちょっと申し上げておきます。 

 

○スカイビルサービス ありがとうございます。 

 

○委員 何か、全日空さんの会社だということになると、私ら、素人から見ますと、たか

だかこんな緑区の小さなコミュニティセンターを、わざわざ全日空さんあたりが手がけ

る必要があるのかなと。御社のほうはもっと大きな仕事をどんどんやっておられるよう

だから、どうですかねと余計な心配をしてしまいますけどね。 

 

○部会長 関連質問で、御社は、千葉市というのは余り地縁がなかったですよね。千葉県

は成田市でいろいろ仕事を手がけているようですが、千葉市のあすみが丘でこういう仕

事をしようと考えた動機はどんなところにあるのですか。 
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○スカイビルサービス 今、お伺いがあったように、私ども成田に拠点がございます。千

葉県内で成田以外に、やはり拠点を広げていくというときに、いろいろなところ、実は

指定管理者の仕事も、千葉県内でいろいろなところを調査していきました。今回、千葉

市で１３コミュニティの応募があったということで、今回、この応募に参加していただ

いたのですが、その中でも、どこに応募するかというところでは、３カ所ほどピックア

ップをさせていただきました。一つの提案書で何カ所に応募できるのかなというところ

で考えてはいたのですが、やはり地域のことをきちんと調べて、その中でどういう提案

ができるのかというところで絞り込んでいったところ、あすみが丘で提案するというこ

とが、やはり私どもの調査の中では最適だったと。それから、マンパワー的には、やは

り一つに絞ってご提案するというところ、今までの指定管理者の経験がないというとこ

ろでも、やはりマンパワー的には一つに絞り込んで御提案するのがいいだろうと、こう

いうふうに考えました。 

 

○委員 また、先ほどの質問にちょっと繰り返してしまうような感じになるのですが、様

式１５号の中に、若年層の利用を高めるという形で、待機児童の問題を上げているので

すけど、そうなると、行政との連携も、行政の指導も受けることになると思うのですが、

保育士とか、そういうような方の配置も視野に入れているのだと思いますけど、それは

もう管理費とかにも、人件費とかにも入れるような積算になっているのですか。 

 

○スカイビルサービス 現状、幼児室の部屋の利用率が余り高くないというところで、ど

ういうことが考えられるのかというところを考えて、待機児童の問題も提起させていた

だいたのですが、現状のところでは、まだ案というところで、この提案の中の費用の中

には含んでおりません。 

 

○委員 スカイビルサービスさん、ＡＮＡグループならではの特徴が見出せる为たる事業

のポイントはどこですか。そちらのセールスポイントというか。スカイビルさん自体が

公共性のある施設管理、ハード面の管理においては長けているという話は、実績から見

てもよくわかります。ただ、その施設運営に関して、ソフト面ではどういうふうな魅力

あるセールスポイントがあるのかなという話も、もうちょっと聞かせてほしいのですけ

ど。 

 

○スカイビルサービス 大変失礼な話になるのかもしれませんけれども、今のその特にあ

すみが丘の受付について、やはりガラス越しで、あまりお客様に対してハートフルな対

応をされているというふうには見受けられない。私どもの接遇サービスというのは、も

ちろんご存じのとおり、キャビンアテンダントが持ちますスキルを、これは私どもの社

員の中にも教育をしまして、受付接遇という形でサービスの提供をさせていただいてお

ります。そういう意味では、今回、あすみが丘の受付の改善というふうな形で書かせて

いただいておりますけれども、あの受付の部屋から一歩出たところでお客さんと対面す

ると。そういうふうなことをやはり考えていきたいと思っております。 
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○委員 ちょっと私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、ＡＮＡさんを利用した

ことがあるからわかるのですけど、接遇とかのサービス面の質の高さはよくわかります。

ただ、その施設運営に関するイベントの企画なのですよね。だから、ＡＮＡグループな

らではの为たるポイントというのはどこにあるのかというのをちょっと強調してほし

いなと思って。接遇についてはよくわかりますから、それは。 

 

○スカイビルサービス そのとおりでございまして、接遇サービス、ここが本当にメーン

でございますので、それ以外のところというのは、なかなかやはり特徴が出しにくい、

ＡＮＡだからできるというのは非常に難しいところもございまして、先ほどの飛行機づ

くり、紙飛行機もそうですけども、そういった部分、一部は取り入れさせていただいて

おりますけども、やはり一番はフロント業務というのでしょうか、お客様と非常に親密

にお仕えできるような、非常に気持ちのいいサービスが提供できるというところをメー

ンにちょっと持ってこさせていただいているというところでございます。あと、ハード

面では、我々の設備管理という意味では、こちらもそうですけど、電気、空調、そうい

ったものの管理というのがございますけども、これは非常に同じ業界の中でも、私ども

はトップクラスにあると思っております。ですから、施設的にも非常に、平成５年竣工

でございますので、大分年数もたっているというところで、そのあたりは、弊社として

も自信を持ってサービスができるということが言えるのかと思います。ご質問とはちょ

っと外れているかと思うのですが。 

 

○委員 稼働率の低い調理実習室の改善に、何か地域の著名シェフなどの料理教室とかと

いうような話があったので、機内食とかでいろんな世界の食事を知っているＡＮＡなら

では、何か言うのかなと、ちょっと呼び水出したわけです。 

 

○部会長 時間になりましたので、これで終了させていただきたいと思います。本日は、

どうもありがとうございました。選考結果については、本年１２月下旪に通知する予定

です。 

 

（スカイビルサービス（株） 退室） 

 

○部会長 提案理由を聞きましたので、ここで採点を５分程度お願いいたします。 

 

（採 点） 

 

○司会 ２社目は、株式会社東急コミュニティーでございます。 

 

（株式会社東急コミュニティー 入室） 

 

○部会長 土気あすみが丘プラザ指定管理者に応募いただき、ありがとうございます。説
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明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０分以内とします。

なお、時間の配分については、事務局より口頭でお知らせいたします。それでは、ご出

席の方の紹介と提案内容の説明をお願いいたします。 

 

○東急コミュニティー 東急コミュニティーの本多と申します。このたびは、二次審査の

機会をいただきまして、まことにありがとうございます。まず初めに、本日の出席者の

ご紹介をさせていただきます。管理部署の千葉支店の総括責任者で支店長の太田です。

太田でございます。よろしくお願いします。あすみが丘プラザ前館長で、現在の総括担

当者の藤代。藤代です。よろしくお願いします。そして、営業担当の私、本多と。今田

です。よろしくお願いします。座って失礼させていただきます。以上、４名が出席させ

ていただいております。それでは、早速ですが、ご説明に移らせていただきます。まず

初めに、事業提案書の記載について、２点、訂正をさせてください。様式１７の裏面を

ごらんください。中ほどの体育館回数券制度の表示に誤りがございました。現在の表示

の金額でございますが、一般１，５００円、中高生７００円、小学生以下５００円とい

う金額がございますが、これは現在の金額の回数券表示となっておりまして、本来、改

定されるべき金額は、それぞれ新しい金額になっておりますので、新しい金額の一般２，

２００円、これは１１０円券の２２枚、それから中高生の１，０００円を５０円券２２

枚、小学生の７００円で３５円券２２枚という記載となっております。趣旨は逸脱して

おりません。一般の金額を２０枚分割しましたものに２枚プラスしてご提供したいとい

う趣旨でございます。訂正をさせてください。なお、この訂正につきましても、収支に

影響はございません。申し訳ございませんでした。また、様式３３の総括表について、

今田からご説明をさせていただきます。様式３３について、まず、総括表、収入の部に

ついてご説明をさせていただきます。①の指定管理者委託料（Ａ）のところについては、

平成２３年度から平成２７年度の５年分の合計が２億６，１７９万５，０００円、利用

料金収入については（Ｂ）のところで、５年間計で３，１９８万５，０００円、自为事

業による収入が５年間計で１６２万５，０００円のすべてを足した合計が２億９，５４

０万５，０００円となっております。支出については、①管理運営費……。 

 

○委員 修正したいのですか。修正ですよね。 

 

○東急コミュニティー 修正ではないです。ご説明をさせていただきたいと思いまして。 

 

○委員 数字は変わらないですよね。 

 

○東急コミュニティー 数字は変わらないです。間違いはないということだけ。①の管理

運営費については、５年分が２億８，８７４万円、②の管理にかかわる備品経費３２５

万５，０００円を足したものが（Ｃ）の２億９，１９９万５，０００円、自为事業費に

ついては５年分が３４１万円、これを足したものが２億９，５４０万５，０００円とな

っておりまして、間違いは特にございませんので、改めて申し上げます。 
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○委員 そうなのですか。そこのところの※３で、「指定管理者委託料（Ａ）＝管理運営経

費（Ｃ）－利用料金（Ｂ）」となっていますよね。これ、式を展開すると、「Ａ＋Ｂ＝Ｃ」

という形になりますよね。ですから、収入のところの（Ａ）と（Ｂ）、そして、支出の

ところの（Ｃ）と金額が一致するはずでしょう。そうなったら、（Ａ）と（Ｂ）の合計

というのが、ここで言うと、収入のところの小計の金額ではないと一致しませんよね。

間違い探しは後で言うから、とりあえず説明をしてください。 

 

○東急コミュニティー 質疑応答でご回答させていただければと思います。そうしました

ら、ご説明に入らせていただきます。私たち東急コミュニティーは、全国３５施設の指

定管理業務を通じまして、地域と密着した施設運営を体現してまいりました。その先駆

けとなりました本施設、土気あすみが丘プラザ第１期につきましては、過去４年半、指

定管理者として、緑区における地域の皆様とさまざまな連携をとりながら、施設の活性

化に邁進してまいりました。それも、あすみが丘地区在住の方々に支えられてきたから

だと感じております。私たちは、公共施設の運営について、三つの基本方針を立ててお

ります。１つ目は、安心・安全、快適性の向上です。施設内では絶対に事故を起こさな

いということでございます。２つ目は、サービスの向上とコストの縮減、民間のノウハ

ウを活用して、サービスの向上とコストの縮減を図ってまいります。３つ目は、行政の

立場に立った運営です。本施設においても、コミュニティセンターとしての機能、公民

館としての機能、それぞれの機能を持っていると認識をしております。私たちは千葉市

緑区の代行者として自覚と責任を持ち、市民の皆様に対し公平、公正、平等の立場で運

営をいたします。第１期はまだ終わっておりませんが、４年間を振り返ってみますと、

稼働率、当初３５．２％から、平成２１年度におきましては４４．１％と、９％アップ

させることができました。また、施設の利用者の方々からいただいたアンケートにより

ましても、お褒めの言葉ですとか、運営面における厳しいご意見等々、すべて身にしみ

て感じております。これらのアンケートにおいては、概ね良いとご評価をいただいてお

りまして、ある一定の水準はお応えできていると自負しております。第２期においても、

おごることなく、さらなるステップアップを目指していきます。第２期の５年間におい

ては、本施設の利用者の方々の安心・安全、地域コミュニティの活性化を支えるべく、

全力を尽くしてまいります。掲げた私たちのスローガンは、「change the new あすみ」

「新たなるあすみが丘プラザ」「私たちの新たなる次なるステップ方針」です。これま

での４年半の指定管理者としての経験と、さまざまな反省を生かしまして、今後、５年

間は本施設をチェンジしてまいりたいと。具体的には、次の三つを尽力したいと考えて

おります。１に、あすみが丘一の安心・安全・快適な施設の実現、２に、施設全体の利

用率２％アップの実現、３に、あすみコミュニティ形成の発信基地を実現します。まず、

あすみが丘一の安心・安全・快適な施設の実現ですが、事業計画書様式２３号をごらん

ください。施設の保守管理の考え方でございます。予防保全の観点に立った施設管理を

行うことで、万が一の事故を未然に防ぎます。例えば、本施設は幅広い年齢層の利用者

がおりますので、特に高齢者、子供、障害者の目線に立ちまして、ハザードマップを作

成し、本施設の危険箇所を重点的に点検します。次に、様式２３をごらんください。こ

れまでの本施設を管理運営する中で、駐車場が足りないというご意見を多数いただいて
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おりますので、臨時的に枠外駐車を行うことで対応してまいりました。今後も駐車場を

定期的に巡回するなど、安全に意識して努めてまいります。次に、施設全体の利用率２％

アップの実現についてです。本施設の利用料金制の改定に当たりまして、私たちの施設

管理運営の経験から言いますと、稼働率が現在の５５％ぐらい減尐するのではないかと

考えております。そこから指定管理期間５年間を通じまして、平成２１年度の利用率４

４％と比較して２％アップを向上していきたいと考えております。具体的には、日本Ｄ

ＩＹ協会ですとか、東急ハンズとの連携によりまして、ＤＩＹ講座を実施する自为事業

を行うことですとか、利用者支援といたしまして、千葉市視覚障害者福祉協会様をアド

バイザーとしまして、障害者がより利用しやすいような施設とすること、また、マナー

研修を実施いたしまして、ホスピタリティあふれる利用者対応を心がけることで、利用

率２％アップを実現したいと考えております。３に、あすみが丘コミュニティ形成の発

信基地を実現すると。具体的には、現在のホームページをリニューアル、充実させたい

と。今のホームページはわかりやすさを重視いたしましたために、施設の魅力をアピー

ルする点におきましては、尐々物足りなさがあったと感じております。このリニューア

ル方法につきましては、予約の方法ですとか、使用細則を掲載いたしまして、また、施

設の利用状況をリアルタイムでホームページに開示すること、また、本施設の活動する

サークルの紹介を行うこと、こういったものを充実させまして、もっともっと活発にし

ていきたいと。また、こういったホームページをチェンジすることで、サービスの向上、

ひいては、利用率の向上につながると確信をしております。緑区は、千葉市の統計によ

りますと、今後も人口が増加すると考えております。緑区及びあすみが丘地区の発展を

指定管理者として、また、あすみが丘にこれまで深くかかわらせていただいた者として、

これからもサポートしていきたいと。私たちはあすみが丘プラザ指定管理者制度を通じ

まして、地域社会と市民の皆様に貢献したいと切に願っております。以上をもちまして、

ご説明をさせていただきましたが、ぜひとも、当社における本施設の管理運営をお任せ

いただきたいと思っております。早口でしたが、ご清聴ありがとうございました。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。それでは、質疑応答に移らせていただきます。

何かご質問はありますか、委員の方。 

 では、私からちょっと細かな話ですけれども、あすみが丘プラザの受付がガラスの中

に入っていて、入りっ放しで、外に出てうまく対応してくれないというクレームがある

ようですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○東急コミュニティー あすみが丘プラザの受付で、スタッフが中に入りっ放しで、外で

なかなか対応していないという現状についてのご質問ということですね。藤代からお答

えさせていただきます。事務所の構造上、どうしても入り口のところ、ご利用者の方の

ところと前面にあるのですけども、そこはオープンしてご利用者等の利便を図るように

はしておりまして、今後も気をつけていきたいと思っています。 

 

○委員 幾つか質問をさせてください。東急コミュニティーさんの提案書の様式第１号に、

行政の立場に立った運営という中であるのですが、なぜ、この点を強調されているのか、
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ご説明をしてください。 

 

○東急コミュニティー 様式１号の行政の立場に立った運営を掲げている理由ということ

でございますね。こちらについては、私ども、さまざまな指定管理制度も含めまして、

公共の施設を管理させていただいている中で、やはり民間と違う部分におきましては、

あくまで、その施設が行政様の代行者といいましょうか、管理運営を任される立場であ

りながら、一方で、公という立場も代行しているという認識を持ってございます。それ

は、いわゆる利用者に対する営利目的ではない施設での認識と、あわせて、その行政の

立場に立った平等、公平、そういった観点にやはり立ち返らなければいけないと、大事

なポイントだというふうに考えておりまして、この方針の中に入れさせていただいてお

るという次第でございます。 

 

○委員 ただ、災害が起こったときに、緊急対策本部として差し出すというところは間違

いないということですよね。 

 

○東急コミュニティー 今回も広域避難場所に指定されておりますので、そういったとこ

ろの現地での対応はもちろんのこと、支店を中心とした組織としてのバックアップも、

もちろん考えております。 

 

○委員 稼働率が低いからといって、料理部屋をなくすというような話はないですよね。 

 

○東急コミュニティー そういった話は全くございません。自为事業も料理教室などを企

画してまいりたいと思っております。 

 

○委員 東急さんが提案している「change the new あすみ」というのは、新しく出してく

る基本方針なのですか。それとも、従来のバージョンアップさせるというような話なの

ですか。 

 

○東急コミュニティー そうですね、私ども、過去４年半やらせていただいている中で、

やはり現状維持ではだめだという基本方針に基づきまして、やはり変えていきたいと。

今までと同じことをやっていたのではだめだということで、やはり新たなるやり方を取

り入れていきたいと。その手法の一つの中で、ホームページだとか、自为事業をもっと

活発化させていきたいということで、新しい方針だということで「change the new あ

すみ」ということを掲げさせていただいております。 

 

○委員 そんな４年間の実績を踏まえて、地域の特性というか、利用者層も含めて、どこ

にターゲットを向けていますか、改善するに当たって。 

 

○東急コミュニティー 私ども、利用者様に対して、やはり幅広い方々に、幅広い年齢層

の方々にご利用いただきたいというのが根底にございます。ですから、利用率向上だけ
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の回答で言いますと、ある特定の方にもっともっとリピーターとして利用していただけ

れば、稼働率そのものは上がると。それは、ひいては運営費といいますか、収入も上が

ることにはつながるのですけれども、やはりそういうことではなくして、お子様から年

齢の高い方まで、幅広い方々にいろんな自为事業で使っていただきたいという思いがあ

りまして、ターゲットといたしましては、幅広い年齢層の方々にというお答えになろう

かと思います。 

 

○委員 それが、例えば自为事業とかにあらわれているのですよね。提案書を読ませても

らいましたけど、東急コミュニティーさん卖体ではなくて、東急グループで、グループ

の総力を結集して対応するような姿勢が読み取れるのですが、特に強調している東急な

らではのセールスポイントをもうちょっと丁寧に説明してもらえますか。 

 

○東急コミュニティー 特に、自为事業を例におきまして、今ありました東急グループと

いう中では、東急ハンズが比較的そういった小売では有名というふうに考えておりまし

て、東急ハンズでも、その販売促進の一環で、売り場の中でＤＩＹ教室を行いながら、

お子さんと一緒に楽しみながら工作をするような、そんな企画をしておりまして、ぜひ

ともここでそういったものをやらせていただきながら、親子でそういった工作を楽しむ

ような、そういった企画をさせていただきたいですとか、あと、私どもの運営するホテ

ルもございますので、そういったホテルと連携して、ＣＳのホスピタリティあふれる対

応の向上を心がけていきたいと考えております。 

 

○委員 １０月なのですね。しかも、やるのは年１回。子供を考えるのだったら夏休みと

かでは。そこをどうして１０月とかに持ってきているのですか。様式２２号ですが。 

 

○東急コミュニティー そうですね、ご意見は柔軟に対応したいと考えておりまして、東

急ハンズ自体は年１回行う予定ですが、そのほかにも、ＤＩＹ講座自体は年３回ほど予

定したいなと考えておりまして、確かに、夏休みのほうが、集客が見込めるということ

であれば。 

 

○委員 夏休みの宿題をやるとか。 

 

○東急コミュニティー 柔軟に対応してまいりたいと思います。 

 

○部会長 私から、人件費、管理費のところですけれども、１８号様式、ここで人員対象

として、本社とか首都圏第二事業部、こちらの経費の配分は、この予算の中にあります

か。 

 

○東急コミュニティー 様式１８号の館長以下、金額、年間人件費と記載がございますが、

支店長、マネジャー等々、空欄になっているということの費用がどこに入っているかと

いうことでございましょうか。支店とか本社経費につきましては含んでおりません。 
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○部会長 それから、スタッフの構成ですけれども、全部専任ですかね。常勤ですか。あ

るいは、非常勤者が尐しはいるのですか。 

 

○東急コミュニティー この様式１８号の金額記載の館長以下の受付スタッフの者が常勤

か、非常勤かというご質問に対しましては、すべて常勤でございます。 

 

○部会長 非常勤を使ってコストを下げるという考え方はあるのですか。 

 

○東急コミュニティー 当然のことながら、非常勤の職員を従事させて、コストを下げる

方法もあろうかと思いますが、私どもとしましては、やはり雇用の面ですとか、それか

ら、要員に対するその業務の品質という面におきましては、やはり常勤が責任を持って、

モチベーションを持ちながら業務を実施できると考えておりますので、やはりそこにメ

スを入れることなく、業務を行いたいと考えております。 

 

○部会長 それから、障害者とか高齢者を雇用するような考えはありますか。 

 

○東急コミュニティー 現在、この様式１８号に記載がございませんが、障害者１名を採

用しまして、現地で対応しておりまして、総勢９名で業務を行っています。様式９号の

本施設における障害者雇用の現状ということで、障害者１名、今、勤務に当たっており

まして、この者については、やはり障害者の目線で、障害者の方にとって使いやすい施

設にするという目的のもとに業務を遂行しております。 

 

○部会長 ありがとうございました。ほかにどなたか。 

 

○委員 コミュニティセンター、そもそもの目的というのは、どこにあるかというのは十

分ご存じだと思いますけども、公民館とコミュニティセンターというのは性格が全然違

いますよね。それはご存じですよね。やはり管理者のほうで一番考えていただきたいの

は、利用者がとにかくあそこを利用するときに公平で、すべての利用者が公平に扱って

もらうことと、それから、やはり利用する施設ができるだけ使いやすい、安全である、

こういうような面をやっぱり利用者としては一番気にしているわけですよね。ただ、多

くの利用者の中には、非常にわがままな人もいるし、ルールを無視するような人もたま

には出てきますけども、やはり指定管理者として、そこのところのけじめをきちっとつ

けていただかないと、さまざまな問題がそこから出てくるので、いわゆる公平にすべて

の利用者に当たるという、この辺のところがもう最初からきちっとやっぱりやってなか

ったのではないかなという、私はちょっと疑いを持っていた。だから、今度、鎌取のほ

うへ来てからは、特にそこの点をやっぱり管理者のほうで守っていかないと、さまざま

なトラブルの原因になる。もう十二分に東急さんはご存じだと思いますけども、そうい

う管理運営の基本は、利用者を公平にきちっと扱うという、これが最大のポイントだと

思いますね。それがきちっとできれば、あとは利用者が使いやすいように使えばいいわ
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けで、今までのご経験の中で、そういうことを大分、いい意味で身にしみておられるよ

うなので、多分、もしこれからおやりになるとすれば、そういうことをきちっとやって

いただきたいなというふうに思います。できるだけ、やはり利用者が利用しやすいとな

ると、一番問題になるのは予約のとり方なのですよ。これは今の方法がベストだとは思

わないけども、あれ以上の方法がないですね、はっきり言ってね。ですから、やっぱり

これは利用するほうも、そういうことをあらかじめちゃんと承知した上で施設を使うと

いうことも、いろいろ徹底してもらう必要がありますよ。まだわがままを言っている人

が結構いますからね。そういう人たちに対しては、やっぱり教育していただく必要があ

るだろうなと私は思いますね。その他のほう、いろいろな問題については、皆さんがや

りたいようにやればいいと思うのだけども、一番基本はそこのところ、ここだけはもう

管理者としてきちっと守ってください。 

 

○東急コミュニティー 貴重なご意見をありがとうございました。 

 

○委員 稼働率２％向上についてなんですが、提案書様式第１１号に記載のある、図書館

利用者に勉強部屋を提供という話がありますよね。これは含めてなのですか、それとも、

含めていない。 

 

○東急コミュニティー 含めたいと思っております。 

 

○委員 無償で貸し出しすることですよね。だから、収入にはなりませんよね。それが稼

働率アップに入れるというのは、どういう意味で入れているのですか。 

 

○東急コミュニティー 稼働率は、純然たる施設をどれだけ利用いただいているかという

面において、利用いただいている表示をしたいと。ですから、稼働率向上の目的の一つ

ではあるのですけれども、やはり貸し出されない部屋をそのままほうっておくというか、

何もしないままよりは、せっかく図書館に来ていただいた方がいらっしゃって、勉強を

するスペースが空いているのであれば、お互い、図書館の方と連携してご利用いただく

ことが、お互いのものになることではないかと考えまして、入れさせていただきたいと

考えております。 

 

○委員 あと、簡易ブックポストの設置も上げていますが、その図書の管理とかにも、実

情を見たときに、ちょっと困った状況だから、努力したいというような話ですよね。 

 

○東急コミュニティー これは、今回、指定管理業務の中には入りませんでしたけれども、

やはり同じ建物の中に図書館の分館がございますので、当然ご利用の方が上の図書館ま

で行かれる現状が、こちらとしては把握をしておりまして、尐しでも利用の方々に便利

にお使いになっていただけるのではないかということで、提案をさせていただいており

ます。 
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○部会長 ほかにございますか、委員の方。 

 

○委員 ちょっと一つ、東急さんの場合は、例えば今の建物の中で、使いにくいとか、あ

あしたら、こうしたらということで、改造とか改装をするというような考え方は持って

いるのですか。 

 

○東急コミュニティー 改造、改装というのはあるかというご質問に対しまして、そもそ

もその用途を変更するような大幅な変更というのは全く考えておりませんで、当然、今、

用意されている用途のものをよりよく、修繕という意味では当然考えていかなければい

けませんし、強いて言いますと、障害者の目線に立ったというところで、表示をちょっ

と変えていきたいなと。ピクトサインと申しまして、目で見てすぐに、そこがお手洗い

なのか何なのかという、その障害者の方に対してもう尐し優しい施設にできないかとい

うことで、そこらあたりをまずは改修していければなというふうに考えております。 

 

○部会長 ほかにどなたか、ご質問ありませんか。 

 

○事務局 事務局からご連絡申し上げます。先ほどの提案様式３３号、収支予算の総括表

の関係で資料の確認をしてまいりました。そうしますと、東急さんから出されています

収支予算の総括表についてでございますけども、※３で、指定管理者委託料（Ａ）につ

いては、管理運営経費（Ｃ）から利用料金収入（Ｂ）を引いた額にしてくださいという

ことになっておりますので、総括表の中では、私どものほうで計算をさせていただきま

して、合計が違っておりますので、合計が、棒読みで申し上げます。２６０，０１０で

ございます。その下の小計が２９１，９９５でございます。総合計２９３，６２０でご

ざいます。ほかの指定管理者の総括表を見ますと、収入の合計と支出の合計はイコール

ではございません。計算式上で、うちのほうが求めているものは、指定管理者の委託料

については、管理運営経費（Ｃ）から利用料金収入（Ｂ）を引いた経費でございます。 

以上でございます。 

 

○部会長 それでよろしいでしょうか。 

 

○事務局 ３３号の提案様式の中で、※３で明記してあるとおり、記載をお願いしたいと

いう結果でございます。 

 

○部会長 東急さん、それでよろしいですか。 

 

○東急コミュニティー はい。そうですね。 

 

○委員 １点抜けていたので、ご質問しますけど、そうなると、もともとの提案書類でも

そうですけど、自为事業による収入と自为事業費の関係で見ると、赤字ですよね。この

赤字の負担の状況で、こういう事業というのは継続できるのかなと。赤字の補てんにつ
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いては、東急コミュニティーさん卖体でやるのか、それとも、利用者にさらに負担させ

るのか、どういうふうなお考えをお持ちか、説明してください。 

 

○東急コミュニティー 自为事業につきましては、当然のことながら、その自为事業の中

で、費用と支出を見るというものの考え方については、私ども、そのように思っており

ますが、実態を見ますと、やはり自为事業の収入の中で費用をすべて見るということは、

なかなか現実的に難しい部分があるという認識を持っております。自为事業の位置づけ

といたしましては、そのもので収入を上げていくという趣旨のものではなくして、やは

り今まで使ったことがない方が、その自为事業をきっかけに、ここに利用を初めてして

くださって、ますますご利用いただくという呼び水的なものであると、私たちは考えて

おりまして、当然のことながら、自为事業の収入をアップすることは当然ですが、やは

り現実的な面から見て、なかなかマイナス、赤字であることはいたし方ないのかなとい

うふうに考えております。 

 

○委員 負担は。 

 

○東急コミュニティー 負担につきましては、最終的には指定管理者の負担でやっていき

たいと考えております。 

 

○部会長 ほかにございませんか。では、ほかにないようですから、きょうは、どうもご

足労をいただきまして、ありがとうございました。選考結果については、本年１２月下

旪に通知する予定です。 

 

（株式会社東急コミュニティー 退室） 

 

○部会長 それでは、ここで採点を５分程度お願いいたします。 

 

（採 点） 

 

○司会 それでは、採点表を事務局で回収させていただきます。 

○部会長 委員より回収した「指定管理者審査採点表」を事務局が集計しておりますので、

ここで、１０分程度の休憩をさせていただきます。 

 

（休 憩） 

 

○部会長 それでは、時間となりましたので、部会を再開いたします。事務局より、採点

結果の報告をお願いします。 

 

○事務局 採点結果を発表させていただきます。 
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 ①株式会社東急コミュニティー １２４.８ 

②スカイビルサービス １０３.６ 

以上でございます。 

 

○部会長 それでは、選定理由としてどういう理由を入れましょうか。 

 

○委員 まず、形式的な話ですが、委員会の中で５人の委員がいて、東急コミュニティー

を支持した委員が４名、スカイビルサービスを支持した方が１名、この結果を厳粛に受

けとめることが最初だと思うのですが、総合点で見ても、東急さんのほうが、形式的な

話ですから。 

 

○部会長 形式的な話を言葉で表現するとしたら、１、千葉市土気あすみが丘プラザ設置

管理条例第１５条第４項に定めるすべての基準（募集要項に定める資格要件）を満たし

ている。２、市民の平等な利用の確保、施設の適正な管理、施設の雇用、ノウハウ、施

設管理能力及び管理経費の縮減の面から、千葉市緑区土気あすみが丘プラザの管理業務

等が高く評価できるものであったこと。３、各項目の合計点が最も高いものであること。

こういうような理由でよろしいでしょうか。 

 

○委員 一応補足を申しておきます。東急コミュニティーさんにおいては、指定管理者制

度の目的を熟知されておられて、特に、場合によっては、あくまでも地域の住民の利便

性を、コミュニティの拠点になるということも为たる目的だと思うのですけれども、場

合によっては、大災害が起きた際の緊急対策本部として、行政に対して協力的な姿勢も

うかがえるという点と、あとは、現在の実績の中で、他の施設、緑図書館あすみが丘分

館との連携の箇所の記述においても、より具体的な施設の改善策が提示されている。ま

た、公共の施設であるという点をかんがみたときに、利用予定のない会議室を図書館利

用者の勉強部屋として無償に貸し出すという自発的な姿勢も評価に値するというふう

に、委員としては考えます。 

 

○部会長 ありがとうございました。ほかに選定理由はございますか。 

 

○委員 私は、一番地域で利用して、全体的な部分については、市の基本的な運営基準に

基づいて、現実にそれを今までどうやっていたかということを標準にしました。あと、

施設内の効用の発揮、施設管理能力ということで、常々、私は見ていまして、設備担当

の二人も十分各設備を維持管理していて、自分もビル管理士の免許を持っているので、

いろんなことを日常的に聞いて、管理に努めているということを考えまして評価をしま

した。あと、金額については一番安く、二つを比べて見積もりが安くて、妥当性かどう

かということで、それぞれの人員配置と人員の一人当たりの卖価等も見て、概ねいいの

ではないかということで、特に地域の人とか、障害者を採用して努力しているというこ

とについて、評価点をつけていきました。 
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○部会長 ありがとうございました。そんなところでよろしいでしょうか。事務局のほう

で、選定理由をまとめていただいて。 

 

○委員 附帯意見もつけていいですか。今回、選定された東急コミュニティーさんには、

施設の管理運営について、これまで以上に公平・公正を旨として、利用者間の不満を改

善するような取り組みに努めていただきたいと。 

 

（異議なし） 

 

○部会長 ありがとうございました。審査採択ということで、第１順位、東急コミュニテ

ィーさん、第２順位、スカイビルサービスさん、得点は結果が出ておりますけれども、

東急コミュニティーが１２４．８、スカイビルサービスは１０３．６、こういう結果に

なりました。以上で千葉市緑区土気あすみが丘プラザの指定管理候補者の選定に係る審

査を終了します。 

 

（休 憩） 

 

○部会長 それでは、ちょうど１３時になりましたので、午後の部を開催します。委員の

皆様、よろしいでしょうか。 

 

○司会 １社目は、千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体でございます。 

 

（千葉ビル代行・キャリアライズ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） 

 

○部会長 ぼつぼつ時間でございますので、これで一応審査のほうは打ち切らせていただ

きます。選考結果については、本年１２月下旪に通知する予定です。 

 

（千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体 退室） 

 

○部会長 それでは、ここで採点を５分程度お願いいたします。 

 

（採 点） 

 

○司会 ２社目は、オリックス・ファシリティーズ・エイド共同事業体でございます。 

 

（オリックス・ファシリティーズ・エイド共同事業体 入室） 

 

○部会長 鎌取コミュニティセンター指定管理者にご応募をいただきまして、ありがとう

ございます。説明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０
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分以内とします。なお、時間の配分につきましては、事務局より口頭でお知らせをいた

します。それでは、ご出席の方の紹介と提案内容の説明をお願いします。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド それでは、弊共同事業体、オリックス・ファ

シリティーズ株式会社及び株式会社エイドの職員紹介から始めさせていただきます。ま

ず、オリックス・ファシリティーズの出席者でございますが、東日本営業部副部長のミ

ヤコシ、そして、同じく東日本営業部の私、野田と申します。よろしくお願いいたしま

す。引き続きまして、株式会社エイドの本部長、菊五でございます。同じく、株式会社

エイド、指定管理担当のモチマルでございます。以上、計４名で臨んでおります。提案

書の体制表に基づく統括及び为要担当者については、人選未了のため、すべて営業責任

者でかえさせていただいておりますので、ご了承願います。なお、株式会社エイドは、

オリックス・ファシリティーズの千葉県内における協力会の会員企業であり、千葉市内

物件を为に長年の取引実績のある企業でございます。続いて、提案内容の説明に入らせ

ていただきます。まず、管理運営上の具体策でございますが、提案書の随所で述べてお

りますが、その指針となるものは、市の施策方針、例えば「ちば・ビジョン２１」及び

運営管理方針であり、それを踏まえ、その趣旨に沿った施設づくりを目指します。そこ

で、提案書の１ページにおいて、千葉市の管理代行者としての立場と責任を十分に理解

した管理運営を行う旨を明記し、あわせて、千葉市の施策運営方針に基づく運営や法令

遵守、コスト縮減等の基本方針を述べております。次いで、提案書の２ページでは、鎌

取コミュニティセンターの立地条件を生かし、老若男女、高齢者や障害者を持った方を

問わず、気軽に文化やスポーツ交流を楽しんでいただき、地域活性化につなげることを

うたっております。具体的な推進や支援策については、３ページのほうで述べておりま

す。その裏づけとなる類似施設の実績については、５ページから６ページをご参照くだ

さい。個人情報の保護に対しては、法令及び条例にのっとり、個人情報保護マニュアル

を策定し、その安全管理や情報の開示、更新、削除等の細目を規定し、職員への教育を

徹底いたします。さて、施設の快適な利用の第一歩は、利用に伴う手続の簡潔さやわか

りやすさにあります。この点についてでございますが、提案書の９ページのとおり、関

連条例、施行規則を全職員に徹底教育をいたします。また、サービス水準向上や、モニ

タリングには全神経を集中して事に当たります。提案書の１１ページにあるとおり、利

用者の生の声を重視し、アンケートやヒアリングはもとより、それのみに頼ることなく、

日常の利用者との会話を重視します。職員全員が利用者と気軽にコミュニケーションを

図り、生の意見や要望の把握に努め、セルフモニタリングの反省結果も踏まえ、サービ

スの向上につなげてまいります。苦情対応や防止策に関しては、提案書の１２ページか

ら１３ページに記載のとおりでございます。これに加え、代表企業が保有する苦情処理

に関するデータベース、これは横浜市営住宅や神戸市営住宅の指定管理者業務を通じて

居住者から得た経験をデータベース化したものですが、時にはこれも参考にいたしまし

て、未然防止策、万一が発生時の迅速な措置、タイムリーな連絡及び報告等をトラブル

対応マニュアルにのっとり、誠意を持って対応していきます。事故や災害等のリスクに

対しては、危機管理マニュアルにのっとり迅速に対処します。このマニュアルには、１

４ページの表に例示されたように、災害の種類ごとに事故を発生させない心得、発生時
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の対応、その際の連絡体制、避難誘導、傷病者の救護、その他を盛り込みます。なお、

第三者の賠償に備えては、１６ページ記載の三つの保険に加入し、万一に備えます。続

いて、緊急対応でございますが、平日は株式会社エイドにより、現場に３０分以内に駆

けつけることが可能です。また、休日や夜間の緊急事態には、２４時間の緊急対応窓口

であるコールセンターを活用し、初動対応に万全を期します。また、全職員にＡＥＤ及

び救急救命法の講習を施します。災害時の避難所としての機能充実に対しては、災害救

援ベンダーの設置提案を行っております。続いて、市内産業の振興、地元である緑区の

産業の振興には、１７ページに記述のとおり、全力を注ぎます。構成員のエイドは中央

区に本拠を置く千葉市内企業です。消耗品や資機材、再委託業務、その他、委託するも

のはまず市内企業、まず緑区を最優先いたします。さて、雇用の面に関してですが、継

続雇用を希望される現職員の方の雇用については、最大限の配慮を払い、センターの円

滑な運営に取り組みます。一方、地域住民の方、地元の県営・市営住宅の住民の方のほ

か、中高年の新規採用を考慮し、共同事業体の特色を出せる職員配置を検討します。障

害者の方の雇用には積極的に取り組み、自立支援のサポートを検討していきます。また、

継続雇用を希望される職員の方に関しては、無条件で再雇用いたしますし、近隣の障害

者学校の実習の場としての提供も、必要があれば協力いたします。次いで、業務の引き

継ぎに関しては、２０ページの図表のとおりとなっております。こちらを限られた時間

で効率よく進めてまいります。複合施設の場合の管理協力関係や、近隣施設との提携に

関しては、２１ページで一体施設として管理する旨を述べております。現在、浜松市の

アクトシティ浜松で近隣施設との連携作業を行っており、このノウハウを活用して、当

コミュニティセンターでも連携を図り、地域社会が一体となり、協調し合える関係の構

築に尽力いたします。利益等の還元に関しては、利用者数を増加させることで還元の原

資を得ることに注力してまいります。そのための方策や利用率向上の考え方は２５から

２６ページで述べております。こちら、全職員で利用促進の草の根的運動を展開してい

きます。その結果として、１００万円を超える純益を確保できた際は、その全額を還元

させていただきます。還元の方策は市のご指示に従いますが、弊共同事業体としては、

２２ページの枠内で述べたがごとく、省エネ機器の購入、災害ベンダーの設置、障害者

を対象としたイベント費用等に活用させていただくことを提案しております。最後に、

管理運営の執行体制でございますが、開館時間中は、所長、副所長、設備責任者のいず

れかが必ずセンターに勤務するローテーションを組み、責任ある管理運営ができ、非常

時にも迅速な対応ができる体制を構築いたします。また、施設管理に当たっては、当然

有資格者を配置、予防保全を旨とした維持管理に当たります。その他、各業務において

は、必要な実務研修を実施し、安全で安心、快適な施設利用を楽しんでいただけるよう

に、万全の体制をしきます。以上、述べさせていただいた維持管理運営を着実に実践、

実行し、都度、改善を加え、日々、サービスの向上に励み、コミュニティセンター運営

の範となる管理を行ってまいります。以上で、オリックス・ファシリティーズ・エイド

共同事業体を終わります。ありがとうございました。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。それでは、委員のほうから質問ということに

なります。 



 

 ―２５― 

 

○委員 オリックス・ファシリティーズさんとエイドさんとの間で、今まで共同で事業を

なされた実績等はございますか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 千葉市内におきましては、千葉の市役所の前

にありますグッドタイムリビング、あと、大きい老健施設があるのですが、そこの総合

管理をやらせてもらっています。あと、海のほうにもグッドタイムリビングのみなとと

いうのがありまして、そちらのほうでもやらせてもらっています。それと、あと、幕張

とか、そちらのほうでは、研修施設、そういうものをやらせてもらっていますので、千

葉市内では結構、総合管理としてさせていただいております。 

 

○委員 共同でやられておられるということですか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド そうです。 

 

○部会長 関連質問で、この組み合わせというのは、実施母体がエイドで、オリックス・

ファシリティーズというのがコントロールすると、そんな関係にあると理解してよろし

いでしょうか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド そうです。 

 

○部会長 わかりました。そうしますと、結局、オリックス・ファシリティーズに対する

管理費というものが発生するわけですね。様式３３号の管理費２，９００万ですか、そ

れから、５２ページの統括管理業務費８００万、こういうところに反映しているわけで

すか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 今のところに触れさせていただきますと、我々、

オリックス・ファシリティーズがソフトの面、それから、信用補完の面を担当させてい

ただくと。それで、現場の実務は地元企業さんにお任せするという形です。 

 

○部会長 ほかにどなたか。 

 

○委員 そのソフトの面というのは、具体的にどういうことを指していますか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド これは、これまでのいろいろな管理形態です

ね。何か事が起こったときにどう対処する、特にそれが一番大きいと思います。あるい

は、その自为事業をするときに、どういった形で自为事業を展開していく、現場の要望

をどのように吸収していく、その利用率向上のためにどういう方策を打っていく、そう

いった、いわゆるどちらかというと、営業的なところでしょうか。 

 



 

 ―２６― 

○委員 緑区の地域性を考えたオリックス・ファシリティーズさんならではの自为事業の

特色というのはどういうところにあるのか、もう尐し説明してもらえませんか。様式の

第２２号がそれに該当すると思うのですが。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド まず、自为事業そのものの位置づけとしては、

私どもは、あいた時間を使ってやるというベースですので、特に重きはまだ置いており

ません。それよりも、利用率の向上を図る、それによって利用料収入を上げて、それを

還元するということを第一義に考えております。そのための一環としてその自为事業を

行うと。自为事業に関しては、我々、まだこちらの状況がわかりませんので、大体既存

のこれまでやられた方と同じレベルのものにまずとどめてあります。これに関しては、

今後、その生の声、皆さんの声を聞いて、それに応じて発展させていこうと。ただし、

本来の本業である利用者の方の利用を妨げない限りと。あと、今、一つ言われました、

そのいわゆる緑区という土地柄に関しては、こちらはまだいわゆる新興住宅街に相当す

るのではないかと。いわゆる周辺あるいは遠くから集まってこられた方々がメーンにな

っている地域であるというふうに了解しております。ということは、そういう人たちを

まとめる、この地域コミュニティのセンターとしての役割をより強くする、そういった

ことをこれから展開していかなければいけないというふうにとらえております。 

 

○委員 わかりました。稼働率を上げるという話だと思うのですが、自为事業は地域の実

情をまだちょっとわかっていない部分もあるから、新たなニーズをくみ上げていくとい

うような話だと思うのですけど、提案書の様式第３３号で、利用料金の収入の総括表が

ありますね。平成２３年度から２７年度を上げていらして、過去４年間の年間利用団体

数の最小値の９掛けだと。それになると、５６０万という設定なのですよ。となると、

毎月大体４５～６万ですよね。となると、それはオリックス・ファシリティーズさんな

らではという特色がどういうふうな形であらわれるのか、ちょっとよくわからないので

すが。有料化に伴って利用率が減るというリスクはあるのだけど、ソフト面で自信があ

るというのであれば、その改善策というのはどういうところに置いているのかと。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド そうですね。２２号のほうに戻っていただき

たいのですけども、我々が過去の別の施設なりで実績を上げております、イベントや講

習会、こういったものを、ちょっと我々、独自のものとして考えていこうかなと思って

おります。 

 

○委員 それは自为事業ですよね。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド そうですね。 

 

○委員 だけど、通常の利用料金収入のほうですよ。今、聞いているのは。部屋の稼働率、

体育館の運営とかその辺は。 

 



 

 ―２７― 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド この辺については、全職員が一丸になって、

その空いた時間に、そのいろんな施設のところを訪問して、私どもを使っていただけま

せんかと、ご利用いただけませんかと。先ほど、ちょっと野田のほうが触れました、近

隣にそういう聾学校とかそういうところがありますので、そういうところの生徒さんの

作品を展示するなり、周りのそういう企業あるいは施設、そういったところに売り込み

を図っていって、ご利用いただくようにしていこうというふうに考えております。 

 

○委員 曜日、時間帯ごとの利用者層というのはどういうふうにお考えですか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド やはり週末には集中する。ただ、地の利がい

いので、平日もかなり開拓できるのではないだろうかと。そういった意味では、この周

りの商業施設にもいろんなプレゼンをさせていただく、あるいは、カタログ類を置かせ

ていただく、あるいは、何らかのイベントの企画を張らせていただく、あるいは、逆に

イベントを提案していただくようなポスターを張る、そういうような形で、皆さんの声

をまず集めたいと。特に身近なところでしたら、鎌取駅とか、例えばジャスコのショッ

ピングセンターの地下、１階の部分にボードを張るようなところもございますので、見

てもらいますと。そういうところに、もちろん許可がとれればという条件はありますが、

そういうところにも張って、ＰＲしたり、検討をして、今、やりたいというふうに考え

ております。 

 

○委員 鎌取コミュニティセンターの弱点というのは、週末の稼働率だというふうにお考

えでしょうか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 特に弱点という形ではとらえておりませんけ

ども。 

 

○委員 稼働率の低さがちょっと問題になるようなご発言もあったと思うのですが、有料

化に伴って。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド それは、若干減るであろうという予測にすぎ

ません。 

 

○委員 １００％の稼働率ではないですよね、このコミュニティセンターって。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド そうですね。 

 

○委員 その辺をどういうふうに改善なさるのかなと思って、重点的に土日のイベント開

催なのかなと受けとめていいのかなというような。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド いや、その土日には、もちろん当然、土日も



 

 ―２８― 

重視しますけれども、とにかく地の利がいいので、平日も頑張ります。そのいわゆる収

入面におきましては、その利用料収入というのは低目に抑えて、我々は尐ない収入の中

でもまずやっていけるというベースをつくろうということで、こういう積算をしたわけ

です。当然我々はそれを上回るものをねらいますし、上回った分に関しては極力還元さ

せていただこうという発想です。 

 

○委員 この自为事業について、収入と費用が収支とんとんになるような話ですけど、こ

れは大体、料理教室にしたって、スポーツ教室にしたって、年間１２万ですよ。月１万

ぐらい。どの程度の頻度で開催するのかわからないですけど、イベント開催でこれぐら

いの金額で済ませられる自信というか、創意工夫があれば教えてほしいのですが。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 一つは、ボランティアの方を募ろうという頭

があります。こういうスポーツのほうに関しましては、我々、ほかの指定管理でいろん

なスポーツ運営会社さんと知り合っておりまして、そこの指導員に、いわゆる休暇のと

きにアルバイト的にやってもらおうと。ですので、大きな企業を通さないで、ある意味

では、一本釣り的な形でやっていただこうと。そうすることによって卖価を抑える。だ

けど、本人はプロですから、指導の方法に関しては非常に卓越していると。そういう方

をうまく組みあわせていこうと考えております。 

 

○委員 年間１２万。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド あと、管理費等に関しては、結局、日常清掃

とか、日常の管理の中で含めてやっていく話ですので、こちらのほうの費用に関しては、

一切、費用が発生いたしませんということで、今、予算のほうを組ませていただいてお

ります。 

 

○委員 プロスポーツ選手の講演会とスポーツ教室を年１回開催とあるのですが、多分、

これはオリックス・バファローズだとかというと、そっちの恐らく選手だと思うのです

が、１回１０万円ぐらいで来てくれる自信というか、創意工夫というのはあるのでしょ

うか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 我々、名前も冠のとおりでございまして、近

畿地方のほうなんかで、小さい子供たち、幼稚園の子供たちと、管理している施設で集

めて、やわらかいボールで野球遊びとか、そういったものをやっておりまして、報酬も

ある面ではあるのですけれども、非常に価格的にはちょっと我々ならではの提案でござ

います。ほかの方ではこの金額ではできません。 

 

○部会長 どなたか、ありますか。 

 

○委員 いろいろな自为事業を展開されるとか、利益をできるだけ出す考え方、利用率を
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上げるとか、いろいろ皆さんおっしゃっているのですが、コミュニティセンターを管理

運営していく上で一番重要なことは何だと思いますか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド やはりコミュニティの中心になるような、安

心して手軽に使っていただけるような環境、場の提供というふうに考えております。そ

れと、あとは地域のコミュニティの醸成の場を提供すると。地域のコミュニティの場の。 

 

○委員 難しいことではないですよ。一番重要なことは、利用者が公正・公平に使えると

いうことなのです。それが必ずきちっと守られているかが問題なのですよ。ですから、

オリックスさんにも、特に利用者の公正・公平ということを常に考えていただいてやっ

ていただくのが一番重要ではないかなと。自为事業であるとか、その他いろいろありま

すけど、正直言って、実際に指定管理者としてあそこで仕事をされると、結構いろいろ

細々したことがたくさん出てきて、今おっしゃっているような、いろいろ人を派遣して、

あれやこれなんて、実際にはできないかもしれない。結構雑用が多いですよ。ですから、

そういうこともあるので、理想は理想として結構ですけども、現実はかなり厳しいもの

があるだろうということはお考えになっていたほうがね。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド 今の公明・公正というところに関しては、も

う１ページ目にイの一に書いておりますので、市の管理代行者として、公平、公正、安

全、快適ということは、常にうたわせていただいております。 

 

○委員 これが一番基本と思います。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド ありがとうございます。 

 

○部会長 ほかにどなたか、ご質問は。 

 

○委員 それに伴って、様式第１２号で利益等の還元方針があるのですが、２２ページで

す。その中で、災害救援ベンダーを設置すると。その後、それを含めた利益の額が１０

０万円を超えた場合、この１００万円分を超えた分の全額を還元するという話ですが、

この使い方として、地域住民が为催、参加する各種行事の賛助金として活用し、これら

のイベントの定着を図るとあるのです。公明・公正に運営をするとすれば、どういうふ

うな工夫をなさいますか、この辺あたり。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド これは、まず市の広報か何かに、そういった

公の出版物に案内をさせていただいて、その中で選ばせていただくと。 

 

○委員 特定のサークルとかに偏るということはないわけですか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド それはありません。 



 

 ―３０― 

 

○委員 コンペで。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド それはありません。インターネットのホーム

ページとか、そういったものも活用して、今、かなりネットのほうも活用されているみ

たいですので、そのあたりも活用して、公平に情報の提供をしたいと思っております。 

 

○委員 でも、利用者の中にはサイレントの人たちもいますよね。そういう人たちのニー

ズをくみ上げる工夫というのは。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド これは、来られた方に極力とにかく職員が声

をかけて、こちらの感想はいかがですかというような形で、とにかく話しかけていって、

生の声を引き出そうというのが基本です。あとは掲示板とか、センターの中にございま

すけども、そういったものにも張ったりとかして、みんながみんな、インターネットを

使えるとは限りませんので、そういった紙媒体とかも活用して、周知徹底をしていきた

いと考えております。まずはコミュニケーションを図る。コミュニティセンターですの

で、我々自身がコミュニケーションを図るということを率先しないと。 

 

○委員 だから、コミュニティセンター全体に還元するような話ではないですか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド  この還元のほうですか。 

 

○委員 この、特にＢのところであるコミュニティ祭り以外で、地域住民が为催、参加す

る各種行事の賛助金、特定のところになったりしませんか。全体に還元するような話に

なりますか。 

 

○オリックス・ファシリティーズ・エイド これは一つのねらいは、まずコミュニティセ

ンターの存在そのものを知っていただく。そこの利用価値を知っていただくということ

がありますので、あるときにはどこかの分野に偏る、例えば障害者の方のみを対象にし

たというようなことはあり得ます。 

 

○部会長 よろしいでしょうか。そろそろ時間となりましたので、きょうの審査は打ち切

らせていただきます。なお、結果については、ことしの１２月の終わりごろ、通知する

予定です。ありがとうございました。 

 

（オリックス・ファシリティーズ・エイド共同事業体 退室） 

 

○部会長 それでは、ここで５分程度、また採点のほうをよろしくお願いします。 

 

（採 点） 



 

 ―３１― 

 

○司会 ３社目は、株式会社千葉マリンスタジアムでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（（株）千葉マリンスタジアム 入室） 

 

○部会長 鎌取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。説明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０分以内と

します。なお、時間の配分については、事務局より口頭でお知らせいたします。それで

は、ご出席の方の紹介と提案内容の説明をお願いいたします。 

 

○千葉マリンスタジアム 千葉市緑区鎌取コミュニティセンターの指定管理者応募に際し

まして、このような機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。そ

れでは、出席者の紹介をいたします。まず、私、株式会社千葉マリンスタジアム代表取

締役社長の斉藤でございます。続きまして、株式会社千葉マリンスタジアム本部長の芝

入でございます。部次長の白五でございます。課長の山崎でございます。为任の大野で

ございます。よろしくお願いいたします。それでは、私から、今回の提案内容の基本的

な考え方につきまして、ご説明させていただきます。提案書様式第１号、提案書の１ペ

ージをお願いいたします。まず、公の施設の管理運営のあり方についてでございますが、

３行目にございますが、コミュニティセンターの設置目的であります、地域コミュニテ

ィにおける活動と連帯感醸成の場を踏まえ、市の指針に即した適切なサービスに基づき、

住民福祉の増進と公共の利益のため、住民ニーズの平等かつ効率的、効果的な実現が欠

かせないことを常に念頭に置いて運営を行います。また、この考え方は、現在も社員一

同、同じ考え方でございます。また、当社は、長年にわたり、多くの公共施設の指定管

理者としての実績がございまして、また、第三セクターとして、中立的立場において、

設置目的の実現のため、コスト軽減を図りながら、市民の生活スタイルや考え方の変化

に応じまして、利用者に役立つ管理のあり方を常に検討し、運営しているところでござ

います。それでは、提案書様式第１号の２ページをお願いいたします。地域活性化に寄

与する考え方についてでございますが、市民が为役となった地域活動拠点の下から５行

目でございますが、市民のニーズに応じたソフトコンテンツの充実が地域の活性化を推

進するものと考えまして、楽しむ、学ぶ、創造することを表現していく場、地域のシン

ボルとなるような施設の形成、情報収集、情報発信やネットワーク化の拠点施設となる

よう、効果的な施設の運営を行っていくことが地域活性化に寄与するものと考えており

ます。続きまして、提案書様式第２号の４ページをお願いいたします。コミュニティ活

動の推進についてでございますが、ちょうど中段から下の３点の項目でございます。施

設全体を中心としたにぎわいづくり、コミュニティ祭りを为催し、市民の交流の機会を

創出するとともに、ほかの施設とも連携し、にぎわいづくりに貢献いたします。２点目

が、地域に触れる文化振興の拠点でございます。地域の文化活動の中心的な役割として、

鑑賞、練習、創作、発表のきっかけづくりと支援など、身近な文化振興の拠点づくりを

図ります。それから、３点目が、広く網羅した情報ネットワークの窓口でございます。
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個人、団体の活動情報や周辺施設の情報などを初め、当社の管理運営する多数の施設の

情報や、自治体が実施する催事、コミュニティ事業に関する施策情報など、幅広い分野

に対応する情報窓口として機能いたします。続きまして、提案書様式第３号、５ページ

をお願いいたします。現在の業務実績についてでございます。まず初めに、千葉マリン

スタジアムの施設運営管理でございますが、平成４年４月からプロ野球のフランチャイ

ズ球場として、千葉ロッテマリンズとともにプロ野球の開催に関する業務全般を行いま

して、また、その一方で、公の施設として、市民利用運営、また、大型コンサートや、

各種イベントの誘致や開催・運営なども数多く実施し、幕張新都心における千葉市のシ

ンボルとして、十分に発揮してきたところでございます。現在は、指定管理者、株式会

社千葉ロッテマリンズより施設管理全般を受託し業務を行っているところでございま

す。もう１点目が、千葉市文化交流プラザの指定管理者でございますが、平成２０年４

月から千葉市文化交流プラザ・ネーミングライツによりまして、京葉銀行文化プラザの

指定管理者として管理を行いまして、会議室、宴会場、レストラン、飲食事業を初め、

３階、４階の音楽ホール運営や、８階から１０階までのスパ＆フィットネス、管理運営

は直営でございまして、市民のサービスの向上に努めているところでございます。続き

まして、６ページでございますが、コミュニティセンターの管理実績でございます。市

内の５施設、１分室の指定管理者の管理者として、平成１８年４月から現在まで、指定

管理者として、市民の憩いの場であり、また、余暇活動や交流の場であるコミュニティ

センターにおいて、千葉市の指針や事業計画等に沿った施設維持管理、管理業務、自为

事業等を適切に履行し、施設の管理運営とサービスの向上に努めているところでござい

ます。続きまして、提案書様式１２号、尐し飛びまして、２２ページでございます。２

２ページは、管理運営にかかわる収入が一定金額を上回った場合の還元についての考え

方でございますが、利便性の向上とステータスアップということで、２行目に書いてご

ざいますが、その得られた収入をもとに、常に利用者の利便性の向上に資する施設の改

善を図りまして、市民にさまざまな形で活動の場を提供するなど、年間を通じて利益の

還元を行うべきと、私どもは考えております。なお、事業計画を超える大幅な利益が発

生した場合につきましては、千葉市と協議の上で、貸し出し備品の充実、利用による施

設の劣化、特に床、壁などによる修繕で、常にやはり清潔感があり、快適な空間の提供、

また、子育て支援や尐子・高齢化に配慮した設備の充実などを当社の費用で行うことに

よりまして、利用者の利便性の向上、また、ひいては千葉市の財政負担の軽減を図って

いきたいと思っています。最後に、利用料金収入と管理経費の総括でございますが、提

案書様式第３３号をお願いいたします。５５ページでございます。この収支予算書の総

括表でございますが、収入、支出とともに、特に支出のほうの管理経費の積算根拠等に

つきましては、５１、５２ページで記載のとおりでございまして、また、利用料金収入

につきましては、５３、５４ページに記載しております。経費の縮減策としましては、

特に人件費につきましては、５年間据え置きといたしまして、利用料金につきましても、

年々、利用促進を図り、収入の増というような形で計画をしております。なお、当社の

経営状況につきましては、ここ数年、純損失を計上しておりますが、今年度より経営改

善の効果が尐しずつあらわれておりまして、尐しずつですが、非常にいい形になってい

るところでございます。以上で、私から提案内容の基本的な事項について説明させてい
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ただきました。よろしくお願いします。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。では、委員の方の質問はございますか。  

 

○部会長 私から一つ、御社は本店が千葉市ですよね。千葉市ですから、地元の企業なの

で、人件費とか、管理費とか、そういったものが安くなるのではないかと思ったのです

が、それほど安くなっていないですね。それは、今までの損失が響いて、尐しこういう

事業でもうけてやろうと、そういう気はないですよね。 

 

○千葉マリンスタジアム 今のご質問でございますが、コミュニティセンターの実体とい

たしまして、人を使う人件費がかかる事業が多ございます。管理費等は、一般的に建物

の管理でございますから、各知り合いの業者とか、委託先の見積もりをとって行ってお

りますので、適正価格で推移しているかと思います。特に今回の人件費につきましては、

前回は９時から夜９時までの時間帯、今回は８時半から９時半までの時間帯ということ

で、従来より１時間ほど拘束時間が長くなっております。特に私どものほうでも、人件

費を多く見積もっているわけではなく、シルバー人材センターですとか、そういったと

ころの活用はいたしておりますので、最低限というよりも、リスクは確かにございます

から、その分の人件費の加算が若干ございますけれども、そんなに多く大幅に人件費を

見積もっているということではございません。 

 

○部会長 ほかにどなたか。 

 

○委員 株式会社千葉マリンスタジアムさんは実績がありますよね、千葉市内で。美浜区

とかでも指定管理者としての実績も大いにあると思うのですが、そこと比べても、この

前の実績と比べた場合、緑区でこの積算になっているのですが、その違いというのはど

こに見出したのですか。 

 

○千葉マリンスタジアム まず、積算の５６ページが２３年度になるのですが、まず、こ

こは複合施設であるということで、体育館等をお持ちになっていると。それから、私ど

もが行っているところは中央コミュニティセンター、それから幕張コミュニティセンタ

ーですが、それぞれ特徴的には、ここの施設より規模的には小さい施設でございます。

中央は特に管理がなかったり、幕張に関しては体育館が１個しかなくて、そんなに大き

な大規模なものではないというようなことがございまして、積算では、前回、こちらは

やはり平成１８年度に応募させていただきましたときよりは下げ、しかも、今回、時間

が延びていることに関しても、それから、管理経費が、抽選とかそういうものも多くな

っている中では、一応下げさせていただいたということでございます。 

 

○委員 複合施設だから、常勤４名に加えて、非常勤、受付事務パートが８名、昼間の部、

夜の部が４名という形ですか。 
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○千葉マリンスタジアム そうでございます。つけ加えて、現況で私どもがやらせていた

だいているのが、他館あるのですが、独立したところがございます。夜間が非常に危険

な地域があったりそういったものもございました。私ども、まだ幸いなことに、危険な

目には遭っておらないですが、男性職員を夜間に置かなければいけないとか、そういっ

た面も考慮させていただきました。 

 

○委員 続けて、指定管理者としての実績があるから、各種施設でクレームとか対応した

ご経験があるかと思うのですが、そのとき、どういうふうに話をおさめたかという経験

があれば、教えてもらえませんか。 

 

○千葉マリンスタジアム クレームに関しては、さまざまなお客様がいらっしゃいますの

で、まず、お客様のおっしゃること、ニーズをまず把握しているという状況です。こち

らのほうでいろいろとミスとかあった場合は、速やかに謝罪をして解決を図っておりま

すが、ちょっと全体として、事案がコミュニティセンター以外のことも結構多々ありま

したので、それに関しては、所管課とよく調整の上、一致団結して対応を図ってまいり

ました。 

 

○委員 大体トラブルの原因って、施設運営管理に関する利用者間の公正・公明な運営に

かかわっているところが多いということを伝え聞くのですが、その辺に関する工夫とか

はどういうふうに図っていますか。 

 

○千葉マリンスタジアム 私どものトラブルの要因は、どちらかというと、施設管理のも

のが多ございました。特に、私どもが運営しているところは、昭和４３年ぐらいにでき

た建物が多ございましたので、施設に関するトラブル、それから、壊れたとか、そうい

った事案が多ございました。特に利用者間のトラブルで、私どものほうにクレームが入

ったことはないというふうに記憶しております。 

 

○部会長 どなたか。 

 

○委員 利用者がわがまま言って困ったということはありませんか。 

 

○千葉マリンスタジアム それは、今まで５施設やっておりますけれども。 

 

○委員 みんな、お行儀いいですか。 

 

○千葉マリンスタジアム 利用調整というか、そういったものはありますし、特に今回、

お風呂が中止になりましたから、お風呂があった施設が二つございますので、そういっ

たものの要望というのは多々ございました。ただ、それに関しても説明をしてご納得い

ただくしか、これはもう方法がございませんので、納得いただくまでご説明したという

のが実情でございます。 
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○委員 パートの時給は幾らですか。受付事務パート。 

 

○千葉マリンスタジアム パートは、最初、８００円から９００円まで、幅広くございま

す。８００円から９００円の間ですね。 

 

○部会長 そのくらいの時給でいい人材が集まりますか。 

 

○千葉マリンスタジアム そうですね、今までは集まっていただいて、もちろんよければ、

何カ月かたったら８５０円とか９００円に上げていくという方法をとっておりますの

で。 

 

○委員 現在、お勤めになられている方たちの雇用はどうされます。現在、コミュニティ

センターで働いている人たちがいますよね。正規の職員は別として、パート雇いの人と

かって。その人たちは引き継ぎますか。 

 

○千葉マリンスタジアム 現在、今、こちらでいらしている方ですか。 

 

○委員 それか、もう実績があるから、ほかから持ってくる。 

 

○千葉マリンスタジアム 私どもも、１８年に亓つやらせていただいたのですけども、そ

のときも、やはり実情をよくご存じの方が多いので、基本的には再雇用させていただき

ました。特に問題がなければ、問題というのはいろんなことがあるかと思うのですが、

人間関係のトラブルとか、それから、お客様とトラベルがない限りは、そのまま再雇用

をさせていただきました。 

 

○委員 待遇面は。 

 

○千葉マリンスタジアム 待遇面も、ほぼ一緒でございます。 

 

○部会長 ほかにご質問はありますか。 

 

○委員 あともう一つ、利用料金収入のところですが、年間７００万から７９０万までの

間で、５年間、推移でとっているのですけど、そうなると、卖年度、ざっくり見て毎月

６０万円程度と。６０万円を下回るのか、それぐらいですけど、その辺の数字について

は、どういうふうにお考えですか。 

 

○千葉マリンスタジアム 積算のときに、ここに記載させていただいておりますが、まず、

今回、制度が変わりまして、初年度ということで、１年目は非常に利用の説明、それか

ら、今まで、午前、午後、夜間だったところが、６分割されるというようなことがござ
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いましたので、それで、若干８０％前後の収入で見ております。ただ、これも下限とい

いますか、下の金額を見ておりまして、リスクを含んだものということで換算してござ

います。２７年度までには１００万ぐらい上がるのですが、これも、体育館等がござい

ますと、体育館は、ほぼ利用者は変わらないだろうと。諸室に関するものを上げていく

のは、今までの５年間の経験から言いまして、非常に厳しいものがございます。公民館

等がまだ無料で施設がございますから、私どもの事前の調査では、ほかのところのコミ

ュニティでは、約２割方がほかの公民館とか、そういう有料でも安いところに行ってし

まうとか、そういうデータが出てまいりましたので、その中でこれを積算させていただ

きました。また、これが上がるように努力申し上げますし、もちろん私どもは、その利

用収入が上がれば上がっただけ、管理経費が使えるわけですから、その分は努力して上

げてまいりますが、それは還元させていただくということで考えております。 

 

○部会長 ほかに委員の方、ご質問はありますか。ないようでしたら、一応これで、今回

の審査は打ち切らせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 退室） 

 

○部会長 それでは、先ほどと同じように、５分程度で採点のほうをよろしくお願いいた

します。 

 

（採 点） 

 

○部会長 時間となりましたので、部会を再開します。引き続き、応募者の提案骨子など

について説明を受けます。 

 

○司会 ４社目は、日建総業株式会社でございます。 

 

（日建総業株式会社 入室） 

 

○部会長 鎌取コミュニティセンター指定管理者に応募をいただきまして、ありがとうご

ざいます。説明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０分

以内とします。なお、時間の配分につきましては、事務局より口頭でお知らせいたしま

す。それでは、出席の方の紹介と提案内容の説明をお願いします。 

 

○日建総業 はじめまして、日建総業と申します。このたびは、鎌取コミュニティセンタ

ー指定管理者二次審査の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。今回は、

３名にてご説明させていただきます。私の隣に座っているのが、今回の指定管理者、受

託した際に館長といいますか、責任者を予定しております、宮西です。後ろに座ってお

る者が、同じく副責任者を予定しております、前田です。そして、今回の提案書の説明

をさせていただきます、中家と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、
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ご説明に入らせていただきます。私たちは、鎌取コミュニティセンターを運営する際に、

３点の運営方針を基本として、管理運営を行ってまいります。まず１点目は、地域活性

化のための施設運営です。鎌取コミュニティセンターは、地域の方々の情報交流及び余

暇活動の場を提供する施設だと認識しております。公の施設は、利益の追求を最優先と

はしないため、営利を越えて多種多様な人々、組織、企業、団体などが集い、活動する

場となることができます。施設を通じて地域を活性化するには、人・モノ・情報が集ま

り、共有しながら発展させていく活動を推進することが重要だと考えます。具体的な取

り組み例としては、地域住民の方々や、各市民団体などとの協働を進めてまいります。

施設には、現在の尐子・高齢化、核家族化などの諸問題を人と人とのつながりで緩和す

る機能を持っているため、施設を中心とした働きかけは、新たな地域のつながりを発展

させ、地域活性にも寄与することができると考えております。２点目は、魅力ある施設

運営です。私たちの考える魅力とは、低年齢層から高齢者の方々までが施設を利用した

くなる、来たくなる施設が魅力ある施設だと考えます。具体的には、自为事業、文化的

自为事業、スポーツ関連自为事業の充実もその一つです。多種多様な自为事業を展開す

ることで、利用者層の拡大と利用者数のアップを図ります。そのためには、ホームペー

ジやチラシなどを活用しての広報活動や、利用者の声を的確に反映させるためのアンケ

ート調査などを実施し、傾向と要望を平等な視点で検討し、自为事業を企画してまいり

ます。最後の３点目は、安心・安全な施設運営です。不特定多数の来館者のある施設に

おいて、重要なことの一つには、安心して施設利用ができ、いつも安全であることだと

考えます。各種機器における法定点検及び自为点検を計画的に実施することは当然なが

ら、不審者・不審物などの発見及び適切な対応を講じることなどは、施設を管理運営す

る上では非常に重要だと認識しております。スタッフ全員が交代で館内及び駐車場など

を巡回し、施設の不具合や利用者案内、不審者・不審物の発見等に配慮してまいります。

私たちには、豊富な経験と資格を持った技術者や、受付業務などの経験者も多数在籍し

ておりますので、巡回や点検のポイントなども指導し、スタッフ全員が対応できるよう

な体制を構築してまいります。以上の３点、地域活性化のための施設運営、魅力ある施

設運営、安心で安全な施設運営の３点を運営方針といたします。最後になりますが、私

たちは、行政の代行者としての立場を認識し、利用者にとって安全で安心して利用でき

るを第一に、管理運営を行います。そして、多くの地元雇用を創出すること、消費エネ

ルギー削減など、環境面に最大限に配慮をすることなどにより、千葉市、そして、市民

の皆様に貢献してまいります。私たちは、これまでのノウハウや実績を最大限に生かし

ていきます。また、指定管理者に選定された際には、鎌取コミュニティセンター近隣に

事務所を設けるなど、より地元に根差し、密着した管理運営を行ってまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。時間がちょっと早いようですが、以上で、日建総業

のプレゼンテーションを終了いたします。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。委員の方、質問はございますか。 

 

○委員 東京とか埻玉で事業をやられているようですが、これまで、千葉県ないし千葉市

内での事業の実績はございますか。 
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○日建総業 指定管理者ということで。 

 

○委員 指定管理者にとどまらず、あればなおさらですけれども。 

 

○日建総業 まず、指定管理者の受注、実績は、千葉市、千葉県、ございません。施設管

理のほうで言いますと、今も幕張のプリンスホテルがＡＰＡホテルに変わっていますけ

ども、プリンスホテルのときに、ホテルの設備の管理を私どものほうで受託しておりま

した。为な千葉市の実績というのは、それぐらいです。 

 

○部会長 関連質問で、御社が豊島区に本社があって、もし、御社がこちらの鎌取の指定

管理者の仕事をとった場合には、現地に事務所を設けると。現地に事務所を設けて、御

社の本店でコントロールするということになりますかね。 

 

○日建総業 そうですね。コントロールは本社のほうで。 

 

○部会長 その費用は、ある程度、見込んでおりますか、コントロール費用ですね。 

 

○日建総業 こちらの中には、具体的には予算としては計上しておりません。 

 

○委員 でも、コミュニティセンターに社員の方がいるわけですよね。そのほかに何か近

所にまた事務所をつくるのですか。 

 

○日建総業 そういう点をさせていただきます。 

 

○委員 何か随分無駄なことをされるなというふうに私は思うのですが。というのは、コ

ミュニティセンターのスタッフをきちっとしておけば、緊急対応もできるわけだし、さ

まざまな対応はすぐとれると思うのだけど、別に事務所をつくるという考え方は、何か

無駄なような気が、まあ、いいですが、そちらがやるというのなら。何かそんな感じが

しますね。 

 

○部会長 ほかに。 

 

○委員 あとは、地元雇用の拡大へ繋げるというのですが、これは具体的にどういうこと

をおっしゃっているのですか。コミュニティセンターで働く人を地元から採ると、こう

いう意味ですか。 

 

○日建総業 はい。 

 

○委員 それだけ、では、別に特別に今の状況をさらに拡大するという意味ではないです
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ね。 

 

○日建総業 そうですね。 

 

○部会長 派遣業者とか 

 

○日建総業 当然、機器の点検等は協力業者になりますが、当然スタッフについては直営

で。 

 

○委員 そもそも日建総業さんは、この指定管理者に応募するに当たって、御社のどうい

う強みがあるから、この仕事に果敢に挑むことにしたのか、その辺の趣旨を教えてもら

えませんか。 

 

○日建総業 やはり指定管理者としての実績は、県内、千葉市にないですけども、为に会

社として建物の管理をメーンにやっておりまして、ここ５年ほど、指定管理者のほうも

東京都で受託しておりまして、正直申し上げまして、規模的にちょうど卖体といいます

か、会社で管理するのにはちょうど規模的にもいいかなということで、今回、応募させ

ていただきました。 

 

○委員 同席されているお二方が館長、副館長の予定者ですか。お二方に、まずは館長に

お伺いしたいのですが、指定管理者として、鎌取コミュニティセンターの館長としての、

まず抱負を聞かせてもらえますか。自分が館長になるとすれば、緑区の地域特性等はこ

うだから、こういうふうにしたいとかというようなお話がございましたら。 

 

○日建総業 私も、以前、東京都の指定管理、公園の管理ですが、３号様式の一番上の大

五ふ頭中央海浜公園、こちらで管理責任者を務めておりました。そこの施設では、球技

場ですとか、野球場、テニスコート等、あと、こちらの鎌取にもあります会議室等、利

用料金制で有料施設の業務を行っておりました。今回、選定していただいた暁には、そ

この業務の経験を生かせるのではないかと考えております。特に、自为事業では、地域

に密着したコミュニティ活動に寄与できるような、地元住民の方々とコミュニケーショ

ンをとりながら、魅力的な各諸室を使った中でコミュニティ活動に貢献できればなと思

っております。 

 

○委員 館長の予定者の方にもう１回聞きたいのですけど、緑区にはさらに鎌取コミュニ

ティセンター以外に土気にもあすみが丘プラザというところがあるのですよ。なぜ鎌取

コミュニティセンターを、今回、着目したのか、その理由について教えていただきたい

なと。 

 

○日建総業 会社として。 
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○委員 会社としてでも、会社として伺いましょう。両方ねらったら、同じ緑区だから、

両方ねらってもいいのではないかなというような物の考え方もあるのですけど、なぜこ

ちらに絞り込んだのか。 

 

○日建総業 これが理由になるかはわからないですが、私どもの会社のほうに、近隣に住

んでいる者が、社員がおりまして、その者といろいろ、出た際に話をして、規模だった

り、場所だったりが最初の着目といいますか、スタートになっているのですが。 

 

○部会長 私のほうからもう１点、３３号様式の利用料収入として、初年度１，２６０万、

翌年以降、１，３００万とか、１，０００万とか、他社と比べて非常に高いですけれど

も、どういうことをお考えですか。利用料収入。 

 

○日建総業 高いというのは。 

 

○部会長 効率よく利用されるという感じですかね。 

 

○委員 年間１，２００万から１，４００万だと、毎月１００万の使用料収入が発生しな

いとペイしないわけではないですか。その根拠について聞かれているのですが。 

 

○日建総業 来年度から有料制になるということで、過去の実績ですね、その辺をかんが

みて出した数字なのですが、いただいている過去の資料を拝見させていただきまして、

そこの数字、稼働率等を勘案して、毎年度、毎年度の企業努力で、利用者数、稼働率を

上げていこうという考えのもと、のぼった数字の観点ですが、若干ちょっと。 

 

○部会長 多目的ホールが８０何％、一応使えそうですけど。 

 

○委員 様式第２２号、自为事業の効果的な実施についてなんですが、連続講座、市民エ

コロジー塾の開催という、ちょっとおもしろい企画が掲載されているのですが、そこの

講師には環境学を専門とする学者、活動家、ジャーナリストなどを予定していると。こ

れは過去に実績等があって、こういうような人員配置が、講師の配置ができるというよ

うな目算ですか。 

 

○日建総業 このそのままの開催は実績としてはありませんが、社員の中にそういった団

体といいますか、講師の方とお付き合いのある方がいるものですから、それでこういう

ふうに自为事業に書かせていただいたのですが。 

 

○委員 これは実績ではなくて、立てられそうな企画だという受けとめ方でいいのですか。

もう写真もくっついているから、これは実際にやったのかなと思って、拝見させてもら

いました。先ほどの部会長からの質問に関連するような形ですが、こちらのコミュニテ

ィセンターって、特定の部屋の稼働率が低いですよね。その特定の部屋の稼働率を上げ
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ることも重要だと思うのですよ。それと同時に、既存の部屋の稼働率を維持、もしくは、

向上できればよろしいかと思うのですが、その辺に関する日建総業さんならではの何か

取り組みとか、企画とか、創意工夫等がございましたら、説明してもらえませんか。 

 

○日建総業 利用率を向上させていく上のということですか。 

 

○委員 目標値を設定されているわけだから、何らかの企業努力をされるということに受

けとめているのですが。 

 

○日建総業 今、収入につながるかはあれですが、夢の島熱帯植物園というところの指定

管理者で、今、担当しているのですが、やはり活動の一つとして、近隣の学校ですとか、

そういったところに出向いて、ＰＲといいますか、させていただいて、子供向けのそう

いう自然に関する事業といいますか、そういったものをやることによって、利用者、来

館者の数のアップにはつなげたいなと思っております。 

 

○委員 さらに続けて、館長、副館長は、もう候補予定者がいらっしゃいますが、それ以

外の体制についてはどのように考えていますか。例えば、今、コミュニティセンターの

受付にパートの方がいらっしゃるのですが、そういった人たちはどのように活用するの

か、もうそれか、新たに募集されるのか。 

 

○日建総業 基本的には、当然雇用条件等がありますけれども、希望される方については

面接をして、できるだけ多く継続して雇用できればなとは思っております。 

 

○委員 大体時給の目安ってどれぐらいを考えているのですか、パートさんとか。 

 

○日建総業 当然夜間もありますので、通常、日中ですと、８５０円から９００円ぐらい

が相場なのかなとは思っております。 

 

○委員 もし仮に、詳しいことは知りませんが、もし、今、勤めている方が時給９５０円

だとすると、８５０円から９００円だと払えないわけですよね。そういう場合はどうさ

れますか。 

 

○日建総業 継続する際には、ほかのところでもそうですが、今の条件をそのまま引き継

ぐというのが大半ですので、あとは、管理をしていく中で効率化を図りながら、その辺

の見込みとの差額は捻出できるのではないかと思っております。 

 

○委員 それは、もう館長、副館長の現場の判断に任せるというようなことですか、それ

とも、会社のほうで判断するということですか。 

 

○日建総業 当初の立ち上げの際には、会社として卖価等の方針を出して、以降は館長を
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メーンにと思っています。 

 

○部会長 ほかにございますか。 

 

○委員 これはあれですか、所長、副所長、設備、これは社員ですね。この３人はローテ

ーションか何か組んで、必ず朝から夜までいるわけ、だれかが、そういう組み方。 

 

○日建総業 そうですね。 

 

○委員 例えばパートさんだとか、シルバー人材センターに任せてしまうというようなこ

とはないわけですね。 

 

○日建総業 必ずだれかしらは残るような体制に。 

 

○委員 それの管理体制でちょっと聞きたかったのですが、今の関連で、例えば所長、副

所長でやって、昼、夜ということだと、これからいくと、ほとんど休みがないような方

もいますね。だから、利用率の向上と利用者の支援ということで、非常勤ではなくて、

やはり社員として、きちんと利用者の面倒を見るという、そういう体制がなくても、き

ちんとやっていけるという自信があって、こういう提案をしているのかどうかというの

は、ちょっと不安になったもので、そのことをお聞きしたいのですけど。 

 

○日建総業 今、考えているのが、朝９時から開館ということで、８時半出勤の４時まで

が館長、副所長のほうがその後からの夜勤、設備員がその間をとるという３人体制で、

問題なく社員が必ず一人いるような体制はつくれるのではないのかなと考えています。 

 

○委員 それで、例えば会社のほうに、東京のほうの本社に行かなければならないとか、

休館日か何かに設備点検をやりますよね。外注ですよね。このときの立ち会いとかいう

と、その後、その人の代休になるのか、全部。 

 

○日建総業 基本的に、こちら、常駐という形で本社に行ったり来たりということは考え

ていません。何か応援とかいう形で、イベント事とかですと人手が足りませんので、こ

うした本社スタッフをこちらの鎌取コミュニティセンターのほうに呼んで、打ち合わせ

ですとか、自为事業、イベント等の対応をいたします。 

 

○部会長 ほかにございますか。いかがでしょうか。もうないようでしたら、今日の審査

はこれで打ち切らせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

（日建総業株式会社 退室） 

 

○部会長 それでは、ここで採点を５分程度お願いいたします。そうしまして、３時１５
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分まで休憩いたしますので、採点が終わりましたら、よろしくお願いいたします。３時

１５分から、５社目をやりたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

（採 点） 

 

（休 憩） 

 

○部会長 時間となりましたので、部会を再開します。引き続き応募者の提案骨子などに

ついて説明を受けます。 

 

○司会 ５社目はＮＡＳ・テアトル共同事業体でございます。 

 

（ＮＡＳ・テアトル共同事業体 入室） 

 

○部会長 本日は鎌取コミュニティセンター指定管理者に応募いただきましてありがとう

ございます。説明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑応答を含め３０

分以内とします。なお、時間の配分につきましては事務局より口頭でお知らせいたしま

す。それでは出席者の方の紹介と提案内容の説明をお願いします。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 本日は千葉市緑区コミュニティセンター指定管理者の選考ヒアリン

グにお呼びいただきましてまことにありがとうございます。まず初めに本日の出席者の

紹介をいたします。私はＮＡＳ・テアトル共同事業体代表団体スポーツクラブＮＡＳの

タケイでございます。同じくスポーツクラブＮＡＳタガワ、構成団体東京テアトルのオ

グニ、以上３名でご説明をいたします。よろしくお願いいたします。このまま続けてよ

ろしいでしょうか。 

 

○部会長 はい、どうぞ。 

 

○ＮＡＳ・テアトル なお、実際の運営に当たっては統括責任者としてここにおりますタ

ガワを予定しております。副館長にあたる運営管理担当者及び施設管理担当者２名のつ

きましては、社内人事異動または業務経験者の採用を予定しております。また、タガワ

以外の２名は本施設のサポートを担当いたします。次に団体の紹介をいたします。この

たび千葉市緑区鎌取コミュニティセンター指定管理者の公募におきまして、私たちは代

表企業にスポーツクラブＮＡＳ、構成企業に東京テアトル２社による共同事業体として

グループを編成し、本案件にエントリーいたしました。代表企業であるスポーツクラブ

ＮＡＳは、体育施設を活用した社会体育事業の普及を目的に設立されました。大和ハウ

スグループの一員として社会貢献活動ＣＳＲ指針に基づき、明確な企業倫理とコンプラ

イアンスの確立のもと、健康余暇産業としてのスポーツ機会の提供を为として事業展開

しております。指定管理者事業の実績も有しており、現在、水泳施設を中心に各自治体

と協力による地域コミュニティ活動支援も尽力しております。構成企業の東京テアトル
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は、ホールを中心とした自社施設運営を核とする総合サービスの企業であり、法令遵守

はもちろんのこと、お客様に対する安全性を徹底した施設管理を実践しております。ま

た、行政団体要請により在日留学生や聴覚障害者向けの上映会などＣＳＲ事業を企画し、

非営利的な地域の福祉向上を促進する活動も積極的に行っております。両者とも指定管

理者制度が企業実績を存分に生かせる事業であることを位置づけし、積極的に取り組ん

でおります。また、私たちは企業理念のもと自治体、市民と協力し、地域発展のための

貢献活動を行いたい意欲を持っております。また、両者ともに千葉市内にスポーツクラ

ブＮＡＳおゆみ野を初めとする事業所を持ち、安全面でのバックアップ体制が整備でき

ます。本共同事業体は民間企業活動を通した地域住民ニーズを実現するための努力の歴

史があり、千葉市の方々の自为的な地域コミュニティ活動を通してより実践した余暇を

過ごしていただきたいという思いでつながっております。続きまして事業計画書の提案

内容についてご説明いたします。私たち共同事業体は今回の事業計画書を作成するに当

たり次のことを留意しました。１、緑区住民のコミュニティ活動について現状の把握に

努め、鎌取コミュニティセンターに則した提案を行うこと。２、緑区コミュニティ活動

について方針を理解した上で、本施設設置目的の実現に向けた提案を行うこと。３、千

葉市の政策を理解した上での提案であること。４、市民の方々が安全で利用しやすい施

設運営管理を構築すること。５、円滑に施設運営ができる施設管理体制を策定すること。

６、効率的で無駄がなく、品質を考慮した収支計画を作成すること。また、地域経済、

地域雇用に配慮した収支計画であること。７、責任体制を明らかにした上でマネジメン

ト体制を整備すること。８、本施設が行政及び市民に真に求められている運営形態を踏

まえた上で自为事業提案を企画すること。以上のことに留意し、本共同事業体は鎌取コ

ミュニティセンターにおけるホールでの映画上映や教室施設を活用した文化活動と、体

育館を活用したスポーツイベントを緑区住民のニーズに合わせて実施することにより

現利用者の継続利用と、新規利用者のコミュニティ活動への参加を促進し、地域コミュ

ニティにおける活動と連帯感の調整への輪になるよう事業計画を策定しました。また、

鎌取コミュニティセンターにおける現在の利用者充足率をさらに高めるため、本共同事

業体民間企業として養ってきた。 

 

○部会長 すみません、何号様式にあるのか、ちょっと追っていただけますか。今の発言

何号様式にあるのか。どこを見ればいいのか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい。（２）のサービスの向上。提案書様式の１４号であります。あ

とは提案様式の１５号にも関連したお話になります。 

 

○部会長 そのまま続けてください。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい。また、コミュニティセンターにおける現在の利用者充足率を

さらに高めるため、本共同事業体の民間として養ってきた広報ノウハウを活用した広告

宣伝活動を実施することにより、鎌取コミュニティセンターの認知を高め、地域住民の

利用促進につなげ、より多くの緑区民が気軽に楽しみながら利用できるコミュニティセ
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ンター運営を実施することも計画書にて提案しております。今回、市民の方が気軽に地

域コミュニティ活動に参加できるきっかけとなるように、自为事業企画を提案しており

ます。自为事業の実施は地域コミュニティ活動支援のための中核事業であると位置づけ

しております。受け付け窓口をコミュニティのための相談窓口とし、館長を頂点とした

地域コミュニティ支援委員会を結成し、日常のコミュニケーション、アンケート、イン

ターネットの活用で情報を収集し、市民の意見を取り入れ、市民との共同の活動となる

よう展開してまいります。この提案は提案様式の２２号のところに記載させていただい

ております。また、自为事業を計画する際には、現在、鎌取コミュニティセンターにて

活動されている団体様の活動を妨げない配慮も重点政策として提案しております。事業

経費節減につきましては、客観的な費用精査をもとに収支計画を作成いたしました。千

葉市の財政を考慮し、利用収入が上回った場合は鎌取コミュニティセンターがより安全

で利便性のよい施設にするための修繕費として利益還元を実施したいと考えておりま

す。また、水光熱費が予算より削減された場合にはその余剰分を省エネルギー機器導入

の修繕費へ当てる予定でおります。さらに今後実務管理の中でＰＤＣＡサイクルを活用

し、より効率的で無理・無駄のない管理を定期的にご提案し続けたいと考えております。

最後になりましたが、１人でも多くの方々に鎌取コミュニティセンターへ訪れていただ

き、本施設における地域コミュニティ活動の存在と緑区の取り組みを知っていただくこ

とが本施設設置目的を達成するために重要なことであると考えております。また、自为

的に活動されている団体の継続的な利用を促進するために、使いやすく安全な空間を提

供することも不可欠であると考えております。本共同事業体は緑区基本計画の中にあり

ます世代を超え、人々が交流し助け合うまちづくりにおけるコミュニティ活動の輪づく

りの促進を実現するお手伝いをさせていただきたいと考えております。スポーツクラブ

ＮＡＳ、東京テアトル企業ノウハウを存分に投入し、市民の方々が为体的に鎌取コミュ

ニティセンターを利用し、子育て世代から高齢者の方々まで地域コミュニティ活動に楽

しく参加できる場所の提供を積極的に取り組みたいと考えております。なにとぞ指定管

理者のご選考をいただきますようによろしくお願いいたします。以上で本共同事業体の

提案内容のご説明を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。 

 

○部会長 はい、どうもありがとうございました。委員の皆様方ご質問はありますか。 

 

○委員 これまでＮＡＳさんのほうとテアトルさんのほうで共同事業をやってこられた実

績等はございますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル ＮＡＳとテアトルの共同事業に関しては今回の事業が初めてとなり

ます。ＮＡＳのほうはスポーツクラブ運営がメーンの事業となりますので、これまでは

プール、体育館等を有する施設を選択しながら指定管理のほうの入札等、現在指定管理

のほうを行っている施設に関しても運動施設が中心となっております。今回、指定管理

で共同事業体を組んだ経緯は、東京テアトルのほうの総合的な管理運営と、ホールによ

る運営実績、私どものほうの体育館等を使ったいろいろなイベントの総合力を合わせて、

できれば緑区の本施設に協力できればということで共同事業体を初めて組みました。 
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○部会長 私のほうから、スポーツクラブＮＡＳ株式会社は千代田区猿楽町ですね、本社

が。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい。 

 

○部会長 東京テアトルさんは中央区銀座ですよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい、そうです。 

 

○部会長 そうすると大分千葉市の緑区とは距離的に相当離れているのですが、現地に何

か支店とか、営業所なんかを設ける図があるのですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル このおゆみ野にスポーツクラブＮＡＳおゆみ野として、ちょっと歩

いていきますと２０分ほどかかってしまうのですが、ＮＡＳの直営店を営業しておりま

す。 

 

○部会長 その直営店が直接かかわるということになるのですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 直営店のスタッフもフォロー等を含めてこの施設にはかかわるよう

なことになります。 

 

○部会長 となりますとやっぱり管理はＮＡＳの本社とそれからテアトルの本社がかかわ

るということになりますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 東京テアトルのほう、稲毛区にショッピングセンターがございまし

て、そこに弊社の専属管理員がおります。そこで総合的に緊急対応等をいたしたいと思

います。 

 

○部会長 一応その稲毛区とこちらのスポーツセンターでスタッフは十分にやっていける

というような感じですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 当然常駐者を置くつもりですけれども、何が起こるかわかりません

ので、それぞれの配置している人員がバックアップのとれるというふうな体制にしたい

と思っております。 

 

○部会長 親会社の大和ハウスさんというのは直接関連してないですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル この事業をスポーツクラブＮＡＳが行っているということは当然把

握しておりますが、直接の関連は今のところありません。ただ、スポーツクラブＮＡＳ
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は稲毛海岸のほうにも千葉市内に施設を有しておりまして、いざという時に、例えばス

タッフが事故等緊急なことで出勤できなくなった場合等の人員的な対応に関しては近

隣のおゆみ野を中心に稲毛海岸の事業所等を利用して滞りなく事業を行いたいという

ふうに思っております。 

 

○部会長 本社が東京にあるということでそれに従って費用が増えるということはありま

せんか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 当然本社のバックアップ機能ということで費用は発生しますが、そ

の分については収支計画書の所管管理費のところで計上させていただいております。こ

れは事務費のところの一番。内訳書の、様式３４号の事務費のところの下から２番目の

一般管理費です。６１３万７,０００円。 

 

○部会長 ほかにご質問ありますか。 

 

○委員 様式第２２号のとこで、自为事業の効果的な実施なために地域コミュニティ支援

委員会というのを設置すると書いてありますね。これの図面を見るとこれ全部そちらの

ほうのスタッフですけども、現に今のコミュニティセンターにあると思うんですけども、

そこの利用者、サークル代表または地域代表でコミュニティの運営協力会というのがあ

るわけです。それとの関連はどうなりますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 詳細はそういった委員会は私ども知りませんでした。 

 

○委員 知らないの。 

 

○ＮＡＳ・テアトル それで千葉市のところ、ご意見をフィードバックさせたいというと

ころで考えておりまして、もちろんそういった利用団体のほうの意見を積極的に取り入

れたいと思っています。 

 

○委員 このそちらのほうで１点、コミュニティ支援委員会というのはそういうサークル

関係者、地域住民とは直接関係ない、そちらのほうのスタッフだけで構成して、それで

自为事業の効果的な運営を図ると、そういう考え方ですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル そういった団体様が参加していただけるのでしたらぜひともそのう

ちコミュニティ支援委員会に入っていただきたいと考えます。 

 

○委員 だけど事務費手数料の中で鎌取コミュニティセンター運営協力会費って経常して

いるよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい。 
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○委員 ということは、存在は知っているわけでしょ。 

 

○委員 ご存じないでしょうから。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 組織自体どういうふうな組織であるかということは知りませんでし

た。 

 

○委員 なるほどね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル ただその存在を知っておりましたので、コミュニティセンターに開

催しようというのは十分考えております。 

 

○委員 ちょっと余分なことですけど言わせていただきますけども、例えば鎌取コミュニ

ティセンターがことしの１月まではあそこの運営委員というのがいたわけです。その運

営委員は千葉市長から委嘱されたいわゆるサークル代表、地域代表の人がなった、１５

名いるわけです。それが今年の１月から任期が終わったものですからその後指定管理者

のほうから依頼されて、それで運営協力会というのをつくりましたからそこで協力して

くださいといって、いろんな意見もあったけどいいでしょうということになって今やっ

ているわけです。そうすると、今度例えばそちらが指定管理者になった場合にはそうい

う運営協力会という利用者を中心にした運営のための組織をそのまま持続するとか、そ

れはもうなしにして、そちらのほうでいっているこういうコミュニティ支援のための支

援委員会、これに切りかえるとか、この辺がちょっと。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 当然事業計画書にあった支援委員会もつくっていきたいと思うので

すが、当然地域の住民の方々のための施設となりますので、そういった地域代表者の支

援委員会というのも当然受け入れて、双方に話し合いをした上で今後の運営を決めてい

きたいと思っております。私どもスポーツクラブＮＡＳ、今年の３月末までは近隣の豊

島区の巣鴨体育館というところの指定管理も実施していたのですが、そこの運営をする

に当たっても当然利用団体さんの意見を取り入れながら、地域に貢献できるような指定

管理を、施設づくりをしてきた経緯もありますので、当然地域の方々の意見というのは

とり入れないとこういった地域のコミュニティ活動の活性を図るような施設運営がで

きないと思っておりますので、その辺は今言っていただいた運営委員会というのは当然

継続してやっていただこうと思っております。 

 

○委員 指定管理者制度を申し込むに当たって、参加するに当たって緑区の現状について

様式２号で分析されていますよね。自治会加入率が低いとか、子供会や老人クラブの加

入率が減尐しているとか、元気な高齢者が多いとか、人口構成が若いとか、だから緑区

に対する包括的な分析ができているというふうな理解なのですが、どうして鎌取コミュ

ニティセンターに絞り込んだのですか。今回の指定管理者制度だと土気にもありますよ



 

 ―４９― 

ね、コミュニティセンターって。そちらではなくてこっち側に優先順位上げたのは。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 私ども直営のおゆみ野の店舗が近隣にあるということを、非常事態

を含めて施設運営に支障を来すような状況に対してフォローアップというのは、土気も

実際には遠くはないのですが。 

 

○委員 そうですよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル できるだけ迅速に対応をしたいということで絞り込んできています。 

 

○委員 パット稲毛から来るのであれば、土気に行くのも対して変わりはないですよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル それでこのＮＡＳスポーツクラブと東京テアトルの２つの組み合わ

せでどこが一番理想的に、目的が達成できるかというところで規模、それから施設の用

途等を考えましてこの鎌取コミュニティを応募いたしました。 

 

○委員 というと、御社が一番強みを発揮できるのはどの辺だと思っていますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル うちの場合はやはりホールを活用して、被利用者層の方に興味を持

っていただくイベントをするというところが強みになると思っています。やはり知って

いただかない限りには、コミュニティ活動を知っていただくことできませんので、まだ

コミュニティセンターに来たことない方来ていただけるようなイベントを実施すると

いうことを強みと思っております。 

 

○委員 それが様式２２号の自为事業でいうプログラムの内容ですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 添付書類で。 

 

○委員 添付書類でしたっけ。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい、自为事業。 

 

○委員 映画鑑賞会とか、ネイチャーシネマとかそのほうですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 年齢層に偏ってしまっては困るので、いろいろな年齢層にわたるよ

うに三つ計画しました。 

 

○委員 そうなったときにこの自为事業を継続するに当たって、様式３３号なのですが、

よろしいでしょうか。利用料金収入が平成２３年度から２７年度、それぞれ毎年２３０

万ぐらいなのです。自为事業が８７万とかですよね、収入が。自为事業費が大体８０万
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から１,５００万までの間ですけど、この積算の根拠をちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○ＮＡＳ・テアトル この収支予算表の前に自为事業を計画しているところ一つ一つのと

ころに卖価、量、時間、回数、それから参加者数予測して、ＮＡＳの自为事業も含めて

詳細に出ています。 

 

○委員 なるほどね。これはもう自为事業卖体だけで見ると黒字になっているから続けら

れるという自信を持って御社が提案したものだと理解してよろしいですか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい。 

 

○委員 戻りますが利用料金収入が年間を通して２３０万というのがちょっと腑に落ちな

いのですが、すごく控え目で、これは間違いではないですよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル これは間違いで、差し替えを出させていただくということになって

いたのですが。 

 

○委員 そうですか、失礼しました。その概略で構わないのですが、大体どの程度の稼働

率を考えています。 

 

○ＮＡＳ・テアトル いきなり１００％というわけにいきませんので、それぞれ大体５０％

から６０％で初年度は始めています。かといって５年後に１００％達成できるかといっ

たら言いきれませんので、一応達成率は、稼働率８０％最終年度目標に考えています。 

 

○委員 こちらの施設だと多目的ホールの稼働率が割と高いです。低いのが料理実習室で、

稼働率の高い多目的ホールの中に映画鑑賞会だとそこに割り込むわけですよね。この辺

そういうことするに当たって利用者と为催者との間で公平性という点で齟齬を来すよ

うなことが考えられると思うのですが、何か創意工夫があるのであれば教えてほしいの

ですが。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 基本的に自为事業は空いた時間で可能な限り実施するというふうな

考え方に基づいておりますので、過去の実績の稼働率、それから直近の利用率見まして、

基本的には利用者さん優先的に考えています。 

 

○委員 イベントをやるとすれば事前に告知しなければなりませんよね。だからある程度

日程はフィックスさせないといけませんよね。となったときにやっぱり利用者もいるわ

けだから、その辺何か措置を講ぜざるを得ないのではないでしょうか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル 過去の利用実績見たら曜日ごとに傾向が固まっておりますので、そ

の辺のところをお結びして日付を決めたいというふうに思っています。 
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○委員 今、多目的ホールの話が出たのでちょっと言いますけども、あそこ一番利用して

いるグループはなんだか知っていますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル ダンス関係だったと認識していますが。 

 

○委員 要するにダンスだとか、踊りだとかそういうグループがとにかく３０以上あるわ

けです。それがとっかえひっかえ使っておるわけ。ですから曜日を問わずあそこはとに

かく利用率が非常に高いわけです。そこへ今の自为的な計画たてて、映画鑑賞会だとか

を持ちこむとすると、やる時間帯とかいろいろな問題あると思うのですが、相当やっぱ

り抵抗が出ますよね、利用者からね。ですから、そういうこともちゃんと考えた上で計

画をたてていただかないと、自为事業、自为事業というのは余り強調されて、映画館や

ってないから映画館やってやろうとそういうふうに動くと大変ですよ。あそこはとにか

く利用率高いのは当たり前で、あれだけ密室スペースのとこでみんな踊りを踊っている

わけですから、通称ダンスホールと言われているぐらいだから。ですから、そういうと

ころを利用してやるのだとすると相当念密な計画を立ててきちんとやらないとやっぱ

り運営がおかしくなります。 

 

○委員 さっきの利用料金収入のところ差しかえるとすれば指定管理者委託料も全部変わ

ってきますか。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい、変わってきます。 

 

○部会長 それはまた後で提出していただければ。 

 

○委員 それ今日中に提出できますよね。 

 

○ＮＡＳ・テアトル はい、今日中にできます。 

 

○部会長 そういうことで一応この今回の審査はこれで終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。この結果については１２月の下旪にお知らせする予定です。 

 

○ＮＡＳ・テアトル どうもありがとうございました。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 

（ＮＡＳ・テアトル共同事業体 退室） 

 

○司会 それでは、ここでまた５分程度採点をよろしくお願いします。 
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（採 点） 

 

○司会 ６社目は、株式会社東急コミュニティーでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（東急コミュニティー 入室） 

 

○部会長 引き続き応募者の提案骨子について説明を受けます。６社目は、株式会社東急

コミュニティーでございます。なお、午前中に東急コミュニティーの紹介を受けました

けれども、担当者が違うようなので、もう一度応募者の自己紹介をお願いいたします。

それから説明ですが、説明は提案書の内容のみを１０分程度とし、委員との質疑・応答

を含め３０分以内とします。なお、時間の配分につきましては事務局より口頭でお知ら

せいたします。それではお願いいたします。 

 

○東急コミュニティー このたびは２次審査の機会をいただきましてありがとうございま

す。まず初めに本日の出席者をご紹介させていただきます。今回提案書様式１９にてご

提案させていただきました本施設の所管部署であります弊社千葉支店の支店長をして

おります太田。太田でございます。よろしくお願いいたします。同じく千葉支店の技術

チームのマネジャーをしております岡田。岡田と申します。お願いします。本案件の総

括担当者広報である藤代。藤代でございます。よろしくお願いします。私、東急コミュ

ニティー営業開発事業部の小沼と申します。よろしくお願いします。それでは座らせて

いただいて、説明させていただきます。まず発表に移る前に事業提案書の記載につきま

して、訂正のご報告をさせていただきたいと思います。様式１７の表面をごらんくださ

い。中ほどの利用料金の設定について掲載した各種利用料金表が２３年４月以降に改正

される料金と合致しておりませんでした。本来改正されるべき料金に訂正させていただ

きます。また裏面をごらんください。中ほどの体育館回数券制度の表示金額に誤りがご

ざいました。現在表示の一般１,５００円、中・高生７００円、小学生以下５００円に

ついては改定される前の従前の金額となっております。改定後の金額はそれぞれ２,２

００円で、１１０円券が２２枚、１,０００円で５０円券が２２枚、７００円で３５円

券が２２枚となりますので訂正させていただきます。なお、訂正した収支には変更はご

ざいません。申し訳ございませんでした。それでは提案内容の説明をさせていただきま

す。私ども東急コミュニティーは全国３５施設の指定管理業務を通じ、地域に密着した

施設管理を実現してまいりました。また、過去４年半区内で土気あすみが丘プラザの指

定管理者として地域の皆様とさまざまな連携をとりながら施設の活性化にまい進して

まいりました。これらの経験を生かし当施設は今まで以上に多くの地域の皆様方に利用

していただけるような魅力ある施設にすることを目標とし、以下の３つのアクションプ

ランを実践してまいります。１つ、地域で一番の安心・安全・快適な施設の実現。２つ、

施設全体の利用率アップを実現。３つ、コミュニティ経済への発信基地を実現。それで

はそれぞれの内容を説明させていただきます。まず、地域で一番の安心・安全・快適な

施設の実現について。安全・快適面においては現地の常駐する設備管理スタッフを中心
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に予防保全の観点にたった維持管理を行うことで、万一の事故を未然に防ぎます。具体

的には利用者の安全を守るため、特にお年寄りや子供、妊婦、障害者の目線にたち、危

険になり得る箇所をあらかじめハザードマップに落とし込み、スタッフみんなで共有し

ます。各スタッフが館内の巡回をする際などには重点チェック項目を欠かさず確認し、

危険箇所や危険になりそうな箇所を発見した際には直ちに対応を実施します。例えばネ

ジの緩みや空調の異音、あと壁面の発火現象等、そういった異常に関してでございます。

次に安心面についてでございます。当施設の管理者として施設で起こるさまざまな局面

で正しい知識を持った対応を実施してまいります。具体的には緑区や利用者に対して責

任を持った対応を実施するため午前９時から午後９時の開館時間中においては必ず館

長、副館長、設備管理責任者の正社員１名以上配置し、開館時間中におけるさまざまな

事象に対して無駄のない対応を実施してまいります。また、館長以下運営スタッフ１０

名においては応急救命技能の認定、認知症サポーター、サービス介助師の研修を修了し

た者を配置し、ホスピタリティあふれる対応を実施してまいります。次に、施設延滞の

利用率アップの実現についてです。繰り返しになりますが当施設を今まで以上に多くの

地域の皆様に利用していただくことを目標とし、自为事業や広報活動を展開してまいり

ます。具体的には、なかなか外出できず孤立しがちな子育て世代も親子で気軽に参加で

きるような親子でリトミック遊び、ベビーマッサージや幅広い年齢層を対象にした日本

ＤＩＹ協会や東急ハンズとの連携によるＤＩＹ講座等の自为事業を積極的に展開して

いきます。サークル活動に参加するまでは踏み出せないけれど、当施設には興味がある

という方も潜在的な需要をとり込んでまいります。また、自为事業の開催に際しては１

つ、１週間の中で施設の稼働が低い月曜日に企画する。２つ、広報手段として市街で当

社が管理しているマンション６,５７９世帯向けに配布している当社情報誌、自为事業

などイベントの情報を載せ周知するなど当施設の活性化に当社で何ができるかと、何が

ご協力できるかということに関して知恵をしぼって、工夫して運営をしてまいります。

また、千葉市視覚障害者福祉協会等当事者の方々よりアドバイスを仰ぎ、障害者がより

利用しやすい施設にすること。スタッフにおいては研修や資格取得によるホスピタリテ

ィあふれる利用者対応を心かけることで利用率アップにつなげてまいります。次に、コ

ミュニティ形成への発信基地の実現についてでございます。当施設の指定管理者として

よい意味でさまざまな方々を巻き込みながら連携の輪を広げ、当施設の認知度を上げ、

コミュニティ形成への発信基地になることを目指します。具体的には同じ緑区内で当社

が指定管理業務を行っている土気あすみが丘プラザで培ってきた緑区をはじめ、関係各

所との連携、地域の皆様との交流、市内企業との取引をはじめ、市内で当社が建物管理

を実施しているマンションの入居者様や管理組合様との交流を生かし、よりよい施設に

するために何が必要なのか、地域の生の声を生かした施設運営を実施してまいります。

以上がご提案内容でございます。緑区は千葉市の統計によれば今後も人口が増加すると

考えられております。鎌取コミュニティセンターの指定管理者として魅力ある施設にす

ることで緑区及びおゆみ野地区の発展に貢献していきたいと切に願っております。ご清

聴ありがとうございました。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。では委員の方でご質問はございますか。 
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 私のほうから、御社は世田谷区用賀ですね。本社からいろいろコントロール 

されるというようなことはございますか。 

 

○東急コミュニティー 本案件に関してでございますか、コントロールするというのは。 

 

○部会長 そうです。 

 

○東急コミュニティー そちらにつきましては私どもの会社の法務部分とか、一般の管理

部門が世田谷区用賀に入っておりますので、この指定管理業務に関してそういった法務

部門のバックアップとか、あと業者の発注とか、そういった部門に関しても本社として

バックアップをしていくという体制をとっております。 

 

○部会長 それにかかる経費というのは、本案件では経常されていますか。 

 

○東急コミュニティー 経常されております。 

 

○部会長 一般管理費。 

 

○東急コミュニティー はい。 

 

○部会長 どのあたりですか。 

 

○東急コミュニティー 様式３３号でお話しすればよろしいですか。 

 

○部会長 ３４号で、３３号の具体的な項目がある、事務費関連。これのどこにかかるの

ですか。 

 

○東急コミュニティー 事務費でございます。 

 

○部会長 事務費ですか。 

 

○東急コミュニティー すべてではないのですが、この金額ですと。 

 

○部会長 この中にいろいろ入っているわけですね。 

 

○東急コミュニティー さようでございます。 

 

○部会長 はい、わかりました。ほかにございませんか。 

 

○委員 もう既に土気のほうでやっておられるからあえて聞かなくてもいいのだけども念
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のために、今、鎌取の場合は運営協力会というのがありますよね。 

 

○東急コミュニティー はい。 

 

○委員 それにはサークル代表、地域代表が入って大体月１回ぐらいの定期会議をやって、

館長が出てきていろいろ意見交換をしているのですが、御社の場合にはそういうものは

継続しますか。 

 

○東急コミュニティー もちろん継続させていただきます。 

 

○委員 例えば人選等はどういうふうになさるのですか、それは。 

 

○東急コミュニティー 人選というのは、その運営会議。 

 

○委員 メンバーを出しても、というのは今までは、今年の１月までは実は今運営協議会

のメンバーというのは全部千葉市の市長からの委嘱を受けて、いわゆる任命された人間

がやっていたわけで。それを継続しただけなのですよ、名前は変わったけど。でも、今

度指定管理者変わるわけですからその場合にそのメンバーをそのまま使うのか、それと

も新たに踏襲するとか、人選するとかなさるのか。 

 

○東急コミュニティー ２３年度は踏襲させていただくと思います、時間的にも無理だと

思いますから。 

 

○委員 ただ実際問題として運営協力会のメンバーが正直言って、大分長期間やっておら

れる方もいるのでやめたいという方も結構いるわけですよ。今年に関しては１年間だけ

我慢してやりましょうということでみんなやっているわけ。そういう事情もあるので、

その辺を含んどいてもらわないと、そちら側が考えているように、みんなはすんなりは

やりましょうというふうにいかないかもしれない。 

 

○東急コミュニティー それはもちろんご意見を伺いながらやらせていただきます。 

 

○委員 ちょっとそれが気になったので。 

 

○東急コミュニティー はい。 

 

○委員 午前中は土気で、午後は鎌取のほうでコミュニティセンターの応募もされるとい

うことですが、土気と鎌取の大きな違いってどういうふうに考えていますか。 

 

○東急コミュニティー １つは、業務内容としましては公民館事業がないというところが、

鎌取に関して。 
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○委員 公民館事業がない。 

 

○東急コミュニティー あと施設のハード部分に関しては、土気に対して鎌取のほうが施

設もかなり新しくて、設備に関してかなり大がかりなもの、空調関係とか、土気に比べ

てはついておりまして、そこの部分のメンテナンスとか維持管理費用、かなりかかるな

というところを認識しております。 

 

○委員 卖純な話ですが、提案書３５号の総括表なのですが、東急がやるのだったらば土

気も鎌取も同じ緑区だから館長の年額報酬、受け付け責任者、副館長とかの報酬がすご

く差があるように思えるのだけど、これは積極的な理由は何かあるのですか。 

 

○東急コミュニティー それぞれの案件ごとに算出させていただいたのですが、土気に関

しては確かに今やらせていただいておりますので、実態にあった金額を出させていただ

いております。鎌取に関しては同じ社内でやはり基準というものがありまして、それに

基づいて算出させていただいております。 

 

○委員 でも館長の報酬が６８０万と６２６万、月額でいくと四、亓万違ってきませんか。

ボーナス抜きでざっくりいくと。こんなに差つけちゃって大丈夫。月額四、亓万は大き

いよ。あと、利用料金収入だけど両方それぞれ提案書つくっているからわかっていらっ

しゃると思いますが、当初は土気のほうが、利用料金収入が上、ずっとだ。土気のほう

が割と高いですよね。利用者の稼働率で考えると鎌取がそれだけ低くなるというふうに

見積もっているのですか。 

 

○東急コミュニティー 利用者に関してはそうですね。これも鎌取に関しては今まで４年

間半やったとかそういう実績がないものですから、本当に今回新しいチャレンジなもの

ですから、その辺の見込みは今、現状に則した形までは持ってくることができなかった

というのが正直なところでございます。ですので、今回利用料金が改定になって多尐ち

ょっと増額にもなったり、あと新規で利用料金をとったりするというところから稼働が

一時的にちょっと減るのではないかなというところからスタートしております。 

 

○委員 そうなのですか。自为事業に関していうと、もし東急さんがこちらの鎌取も落札

した暁には同じ日でやれば午前と午後に分けて自为事業を展開すれば講師の費用とか

ある程度経費削減できると思うのですが、その辺はこの総括表には反映させていますか。 

 

○東急コミュニティー させてないです。 

 

○委員 これはまた変動の余地があるという。 

 

○東急コミュニティー 土気もお仕事いただけるとはまだ決まっていませんので、その段
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階ではちょっとご提案できませんでした。ただ、それはやる余地はあると思います。 

 

○委員 指定管理者として５年間通算していくと２００万の赤字垂れ流すことになります

よね、この話だと。そのときに赤字の吸収はどういうふうになっているのかなというふ

うに思いまして。両方で、土気も鎌取もそれぞれ２００万、２００万ずつ赤字垂れ流し

ていって企業として対応できるのかなと。５年後にまた、指定期間が終わるころになっ

てサービスの質が落ちるのかなというような危惧があって、ちょっと聞きたいのですが。 

 

○部会長 よろしいでしょうか、私のほうから。提案様式１８号でこれ空白のところがあ

るのですが、支店長とマネジャーとか運営担当者だとか、商担当者だとか、これはゼロ

でいいのですかね。 

 

○東急コミュニティー はい。現地に常駐するわけではございませんので、その分で。 

 

○部会長 それから受け付けスタッフがパートタイマーになっていますけれども、大体時

給はどのぐらいの。 

 

○東急コミュニティー 時給については８５０円から９００円ぐらいを予定しております。 

 

○部会長 わかりました。 

 

○委員 細かい話ですけど、自为事業で土気では東急ハンズからＤＩＹ講座とかあるのだ

けど、鎌取にはその記述ないのだけど、やらないのですか。鎌取では。 

 

○東急コミュニティー いえ、ご提案させていただいております。ちょっと書き方は東急

ハンズとは書いてないのですが、一緒にやる形になっています。 

 

○委員 そうですか。同じ形式の表だから書き損じているのかなと。 

 

○東急コミュニティー ＤＩＹ講座という形で書いております。それちょっとストップに

なってしまっているのですがも。 

 

○委員 ＤＩＹ講座と東急ハンズのＤＩＹというのが土気には書いてあったのです。 

 

○東急コミュニティー はい、すみませんでした。グループの連携ってところもご提案書

に書かせていただいておりますので、私どもグループもそういうところをやっていきた

いなと思っています。 

 

○委員 鎌取の場合って緑区の図書館の本館ありますよね、そことの連携どう考えていま

すか。 
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○東急コミュニティー そこに関しては、今、現状どうなっているかちょっとわからない

のですが、やはり今回ご提案させいただいた中で駐車場の利用方法とか、いろんな形で、

ここの中のいろんな施設にいらっしゃる方がいらっしゃると思うので、その方に向けて

やはり常に情報を共有しとかないといけない。あと問題事項等も共有しとかないといけ

ないとは思っておりますので、定期的にやっぱり図書館の方とあともう１個の館の方と

も交流を図っていきたいなと思っております。 

 

○部会長 ほかにございませんか。 

 

○委員 一番ちょっと気にかかったのが体育館施設の利用率アップについて、その提案も

ないですよね。そういう部分について一般利用料金等の体制はどんなふうに考えて、夏

場は空調設備がないと厳しい、施設見学に行ったときに実際感じました。 

 

○東急コミュニティー 鎌取の体育館エアコンを書いていないということで、バドミント

ンとか卓球の方たちには、例えば扇風機系は風で影響がありますのでちょっと問題だと

思うのですが、それ以外の風の影響がない場合は大型の扇風機、業務用とか、そういう

もので対応はできると思います。 

 

○委員 現状の利用率はすごく低いですよね、夏場。あすみが丘と比べたら。稼働率を上

げるための施策とかやっぱり空調がないと無理だと思いますので、高齢者とか子供が使

う。 

 

○東急コミュニティー それも自为事業の中でバドミントン教室とか卓球教室とかつなが

るような、サークル活動につながるようなそんな事業を展開していきたいというふうに

は考えます。 

 

○委員 もし仮に鎌取もそれから土気もそちらが両方指定管理者としたらどういうメリッ

トがあるのですか。 

 

○東急コミュニティー 先ほどちょっとお話しましたが、やはり一体管理によって、例え

ば備品の共同購入とか、要員の連携とか、要員の相互での入れかえとかそういう形の体

制とかそういったものがまさに図れるのではないかなと。 

 

○委員 経費節減になると。 

 

○東急コミュニティー はい。というところです。あと設備奉仕とかそういうところに関

しても、やはり２施設一体となっていることによってメリットが生まれるのではないか

思っています。一番はやはり人的な交流というところになります。やはり土気で培って

きたノウハウを鎌取でも生かせるのではないかと思って今回ご提案させていただいた
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次第でございます。 

 

○委員 その経費節減についてはこの予算の中に含まれていますか。 

 

○東急コミュニティー できる範囲では含まれているのですが、あと先ほどお話したとお

り土気は何とも言えない状況のものですから、正直本当に２施設でやったらこれだけな

るというところまではまだ反映はできておりません。 

 

○部会長 ほかに。 

 

○委員 落札したときには、あかつきの話ですけども、人的交流を図るというときには、

今、こちらのコミュニティセンターの受け付けとかをパートでされている人たちの処遇

とかってどうされますか。 

 

○東急コミュニティー 今の方々をすべて終わりとかそういうわけではなくて、もちろん

セッションはさせていただいて、もし可能ならばやっていきたいと思います。その上で

全員が、あすみが丘から来るわけでありませんので、全員が全員というわけではないの

で、そこの中で何人か付近におられる方をこちらのほうと連携して、人的交流をやって

いけば、あとに関しては今いらっしゃる方と連携をとってやっていけば十分対応可能な

のではないかなと思っております。 

 

○委員 都合１０名でコミュニティセンターを運営するのですよね。責任者である館長１

名、副館長１名、設備管理スタッフ１名、その３人が正社員という形ですか。 

 

○東急コミュニティー さようです。 

 

○委員 受け付けスタッフ７名と、あと清掃業務とかそういうことについては外注考えて

いるのですか。 

 

○東急コミュニティー さようでございます。日常清掃でスタッフとして現場のほうには

待機している。日常清掃するようになっています。 

 

○委員 それは外注の方が。 

 

○東急コミュニティー そうです。 

 

○部会長 ２０号様式で館長、副館長、設備責任者、設備委員、この辺が兼務できる可能

性はありますか。 

 

○東急コミュニティー 可能性はございます。今回も朝９時から２１時までですけども、
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開館時間中は必ずこの３名が、だれかがいて、それぞれが代表者として業務をやると。 

 

○部会長 それに関しては提案書には含まれてないと。 

 

○東急コミュニティー 含まれております。 

 

○部会長 これ入っていますか。 

 

○東急コミュニティー はい、入っています。 

 

○委員 土気のほうで経験されているから余計のことかもしれないのだけども、鎌取の場

合駐車場が約７０台ぐらいですよね、今。現実問題として指定管理者のほうの为要な仕

事として駐車場の管理、違法駐車のチェックというやつ結構やっているわけです。そち

らも多分やると思うのだけども、これのなかなか特効薬がないのですよね。 

 

○東急コミュニティー そうですね。 

 

○委員 ここには駐車許可書を発行するとかいろいろ書いてありますけども、駐車場の管

理運営について、例えば東急さんとして、今すぐはできないかもしれないけど将来に向

かってどういうふうにしていったら本当に公正に、公平に使えるのかお考えになってき

ていることありますか。 

 

○東急コミュニティー 本当に今使えたい方が使えてない状況もあるのではないかという

ことは認識しております。これをちょっと私ども今の段階でどうしたらいいかというと

本当に使えたい人が必ず使えるようにしたいというところは思っているのですが、具体

的にどうしていけばいいかということに関しては、よく指定管理になったときに関して

皆さんと協議させていただき進めていきたいなと思っております。今考えている案は２

４まで書かせていただいた内容ですけれど、これも恐らく今これぐらいのことはやられ

ているのではないかなとは思っております。ですからプラスアルファのものがないと多

分今のままで進んでしまうのではないかなということは思っております。 

 

○委員 かなりねばり強い管理運営が要求されますよね。 

 

○東急コミュニティー はい。 

 

○委員 やっぱり我々は利用する側だけども、利用したい人が利用できない、やっぱりそ

ういう不合理をなくすためには将来的には何か抜本的なことを考えないと駐車場問題

というのは解決しないと思います。それが有料化につながるのかどうかわかりませんけ

ど、例えば中央図書館の場合は有料になっていますよね。例えばああいうものがコミュ

ニティセンターの場合にもし設置するとしたら費用的に実際問題できるのか、できない
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のか。あれだったらある程度使う人も納得して使えると思うのですが、そういうものが

あれば。ただ現実問題として今料金の有料化の問題が出ているからそこへまたおっかけ

て駐車場の有料化というのはちょっと出しにくいと思うけども、やっぱり将来的な問題

としてはやっぱり新たに考えとかないと。例えばおゆみ野のこの地域だけ見ても恐らく

これから３年から５年の間にやっぱり人口が１万か１万５,０００くらい増えるかもし

れない。すると当然利用者もふえますね。コミュニティセンターの。当然今開発してい

るのはずっと单のほうですから、かなり遠いですから、やっぱり車の利用者とか増える

わけで。そういうものを収容できるだけのものを今つくれないわけですから、今あると

ころを利用するしかないのだから。そうなるとそういう駐車場の使い方についても指定

管理者さんとしてやっぱり研究していただく必要あると思うのです。よろしくお願いし

ます。 

 

○東急コミュニティー わかりました。 

 

○委員 これちょっと疑問があるのだけど、提案書３４で午前中やってしまっているから

特に今日出すのだけど、非常勤職員給与で鎌取は受け付けスタッフ７名、１５０万８，

９００円なっています。だけど土気２４３万９,０００円ですよね。何でこんなに開き

が。 

 

○東急コミュニティー 勤務時間帯が違いますので。 

 

○委員 勤務時間帯。そうなったときに今、現場でパートに来ている人たちの継続雇用が

可能なのかな。 

 

○東急コミュニティー それは今の勤務時間と上限が違ってしまうことによってというこ

とですか。 

 

○委員 １５０万８,９００円と、だけど土気のほうも一応様式、受け付けスタッフ７名と

書いていますよね、土気のほうも。様式提案書１９号で。なんかここ合わないのですが。 

 

○東急コミュニティー 勤務時間が違うことによっても金額が違ってしまうので、そこは

その違いだけでございます。どうしても時給計算すると本当に変わらないです。 

 

○委員 これだけ安いと今いる人たちが継続しようと思っても、処遇が変わってしまって

いってくれるのかなというのが。 

 

○東急コミュニティー ほかの施設の指定管理の引き継ぎの際も同じような状況というの

はあるんですけれど、そこはやはり働いていらっしゃる方とお話させていただいて、一

番はここで働きたいという思いがある方結構多いものですから、そういうところで継続

雇用はさせていただいている。 
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○部会長 委員そのぐらいでよろしいでしょうか。 

 

○委員 はい。 

 

○東急コミュニティー ありがとうございます。 

 

○部会長 時間がまいりましたのでこれで審査を終了したいと思います。結果については

１２月の下旪にお知らせする予定です。どうもありがとうございました。 

 

○東急コミュニティー ありがとうございました。 

 

（東急コミュニティー 退室） 

 

（採 点） 

 

○司会 よろしいですか。７社目は、新生ビルテクノ株式会社でございます。それではご

審議をよろしくお願いいたします。 

 

（新生ビルテクノ株式会社 入室） 

 

○部会長 ７社目が新生ビルテクノ株式会社です。今回は鎌取コミュニティセンターの指

定管理者に応募いただきありがとうございます。なお説明は提案書の内容のみを１０分

程度とし、委員との質疑応答を含め３０分以内とします。なお時間の配分につきまして

は、事務局より口頭でお知らせいたします。それでは出席の方の紹介と提案内容の説明

をお願いします。 

 

○新生ビルテクノ 新生ビルテクノ株式会社と申します。よろしくお願いいたします。始

めにメンバーのご紹介をさせていただきます。こちら側の千葉支店長の小笠原でござい

ます。小笠原です。よろしくお願いします。業務担当を行います原田でございます。原

田です。よろしくお願いいたします。当社の全国的に指定管理者を統括しております本

社事業推進部のタチカワでございます。タチカワです。よろしくお願いします。説明さ

せていただきましたのが、私草彅と申します。よろしくお願いいたします。以上４名で

発表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。それでは選定項目に従

って発表させていただきます。初めに、市民の平等の利用の確保と適正な施設管理とい

うことで、当社は１９６０年に創業以来約半世紀にわたり総合ビル管理業として全国に

ネットワークが広がっており、各種建物の管理運営業務に携わってまいりました。千葉

市におきましても支店を構えており２５年と地域に根差した事業を心かけております。

当社指定管理者の実績として、温浴施設におきまして新潟県に３カ所、秋田県に１カ所、

スポーツ施設では愛知県に１カ所、三重県に１カ所、また千葉県内の袖ヶ浦市の百目木
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公園プールの管理も指定管理で行っております。千葉市内における実績としまして稲毛

区役所、若葉区役所、千葉市ハーモニープラザ、千葉市中央図書館、稲毛海浜公園プー

ル等の施設維持管理業務を行っております。指定管理者運営実績に基づくノウハウと、

地域の皆様との連携により施設のポテンシャルを最大限に活用し、施設の活性化及び地

域振興につなげてまいります。また公の施設の運営に当たって最も大事な方針として、

法令遵守と公共性の担保が挙げられます。関係法人にのっとり日々満足することなく継

続的改善を心がけてまいります。さらに運営に当たっては、ＩＳＯ当社取得品質マネジ

メント９００１、情報セキュリティマネジメント２７００１、環境マネジメント１４０

０１をもとに運営体制とともにしっかりとした教育体制の確立でＰＤＣＡサイクルの

維持向上により運営会議を実施してまいります。特に個人情報保護及び情報公開につき

ましては当社独自のマニュアルに沿ってしっかりと行ってまいります。次に地域雇用の

考え方として、積極的に地域からの雇用を拡大するとともに、現在の従業員の方につい

ては希望により、また当社規定にのっとり３カ月間の試用期間を経て、当社従業員とい

たします。市内産業への貢献として、物品調達や維持管理等の点検業務など積極的に市

内業者と協力し活性化を図ります。続きまして２、サービス向上として当社が運営する

中で最も大事にしていきたいのが地域との連携です。近隣施設のパンフレットや割引券、

各種イベント啓示、施設の紹介はもちろん地域の中の施設だということを念頭におき管

理運営してまいります。また、利用者交流会の開催など地域団体や地元法人、一般利用

者の方々との意見交流の場を設け、今後の施設展開や意見、要望などの交換し、地域密

着型のよりよい施設にしてまいります。またサービス向上の柱として教育を受けた従業

員を配置し、親切・丁寧な対応によるサービスを実現いたします。続きまして３、施設

の公用を発揮及び管理能力として施設運営管理で最も重要なものは安全・安心を構築す

る安全管理及び危機管理体制です。緊急連絡体制を構築するとともに、有事の際に迅速

に体が動くように訓練の充実をいたします。及び関連機関との連携により安全強化を図

りたいと思います。さらに自为事業の方針としましてはニーズに則した魅力的な事業を

特定の人の利益とならぬよう、だれでも気軽に参加できるような内容とし、低廉な料金

設定といたします。続きまして４、管理経費の縮減として、大きなポイントとしまして

は無駄をなくした管理運営と、施設の省エネ高効率運用です。当社ビル管理業の強みを

存分に発揮し、省エネ活動を積極的に推進いたします。施設の快適性を失わないことを

前提に当社管理実績のノウハウを最大限に生かし、省エネルギー活動を実施いたします。

オープン３カ月前より当社設備管理のプロが各機器の負荷効率や運転時間状況などを

念密に調査を実施、最適な省エネプログラムを立案、実行いたします。当社では全従業

員にて省エネ委員会を設立し、ゾーン及び系統に分けてグループ化及び担当者を決めて

実行いたします。自己啓発意識の情勢と目で見てわかる検証データにより毎月省エネ会

議を実施することで目標に向けた進捗状況を全員の周知の上で進めることによりさら

に省エネ率をアップさせます。省エネ運用を基本として当社実績に基づくノウハウによ

り施設を活性化させることで地域への活性へと当社としても真剣に取り組んでまいり

たいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。最後に支店長小笠原よりご

あいさつさせていただきます。新生ビルテクノ千葉支店小笠原でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。当社では快適空間の創造を豊富な経験と最先端の技術及び高
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品質なサービスで真心を込めて提供することが大事だと考えております。特に重要であ

ると考えるのはやはり施設の顔となってくるスタッフのサービスレベルです。どんなに

立派な施設だとしても利用者が入所して最初に出会うのはスタッフの印象、スタッフの

顔だと思っております。そのままそれが施設の印象になってくると考えております。施

設を利用された方々に気持ち良く利用していただき、気持ちよく帰っていただき、また

来ようと感じていただくために全スタッフは心を咲かなければなりません。当社では、

人材を通常木材の材と書きますが、我々は財産の財と考えております。スタッフのレベ

ルアップが施設のレベルアップと考え、常にスキルアップが図れるよう教育、研修を実

施いたします。社員、従業員一丸となり精一杯鎌取コミュニティセンターに取り組ませ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。以上で発表終わらせていただきま

す。ありがとうございます。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。それでは委員のほうからご質問させていただ

きます。どなたかございますか。 

 

○委員 御社は既に稲毛区のほうで穴川コミュニティセンターとかで実績をお持ちですよ

ね。 

 

○新生ビルテクノ はい。 

 

○委員 だからコミュニティセンターの運営、施設管理に関する趣旨はもうおわかりです

よね。 

 

○新生ビルテクノ はい。 

 

○委員 そのときに新たに緑区鎌取コミュニティセンターにエントリーするわけではない

ですか。 

 

○新生ビルテクノ はい。 

 

○委員 緑区には土気にももう１カ所あるのですよ。どうして鎌取にしたのか。その点を

まずお聞かせください。 

 

○新生ビルテクノ たまたま私、大変恐縮ですが隣の市原に住んでおりまして、非常にこ

ちらを利用させていただくということが多くて、また今発表のあった草彅が中央区に住

んでいるのですが。蘇我です。蘇我に住んでいるのですが、ここの区役所を利用するほ

うが非常に多いということで、内容もよくわかっている、どうしてもやりたいというこ

とでこちらのほうに参加させていただきました。 

 

○委員 一応緑区の地域性については下調べされているわけですよね。 
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○新生ビルテクノ はい。 

 

○委員 稲毛区とは多尐違う面があると思うのですが、その辺についてはどのような特徴

を見出しましたか。 

 

○新生ビルテクノ 私も千葉市に住まわせていただきまして、生まれてからずっと千葉市

でございますけども、育ちは正直美浜区ですけれども、中央区蘇我に結婚して住むよう

になりまして、この地域にやはり歩くようになりました。今委員がおっしゃったご質問

ということで、緑区はこの鎌取というところどういうイメージが持てるかというとやは

り私も３９年千葉市に住んでおりますけれども、やっぱり新しいまちと古いまちの、古

いまちと言ってしまうと語弊がございますけれども、昔の方々と新しい方々が融合して

いるというイメージがございます。新興住宅街もございますし、あと新しいまちづくり

のために公園も多くございます。ちょっと離れた場所も含めて緑区内にも多数公園がご

ざいますし、そういった緑にも囲まれて、かつ住宅街もある、ショッピング街もある。

かといって工場地帯からはやや離れて、緑が深い。私はあそこに住んでおりますので窓

の外は川鉄ですけれども、こちらのほうは森も見えて、まちも見えるという、そういっ

た環境にあって、正直いい環境でうらやましいという印象がありまして、多尐のあこが

れも持ちましてこちらのほうに提出させていただきたいと思いました。私の印象をちょ

っと補足させていただきますと、私は多分皆さん地図を見ていただくとわかると思うの

ですが、大網街道から单側という形で外房有料道路の鎌取入り口、高速道路です。また

館山自動車道の蘇我インター、その間にはさまれた、ＪＲでいえば鎌取駅、京成千原線

においては学園前ということで非常に交通の便利もいい、また子供病院やがんセンター

などの病院もすごく近くにある、それから学校、大学等も非常にある生活環境には非常

にすばらしいところだと、そこでもって指定管理をやれるというのは住む方々にすべて

が整えられている、そこでいい仕事をしていくというのが私たちの望みであります。以

上です。 

 

○部会長 私から。様式１８号の３７ページ、組織図であります。一番右のところが新生

ビルテクノ株式会社群管理センターというのですか、これが台東区の浅草にあるのです

ね。そこからある程度この千葉支店というのはコントロールされているわけですね。 

 

○新生ビルテクノ 千葉支店ではなくて。 

 

○部会長 どこ。 

 

○新生ビルテクノ この群管理センターというのは私ども独自の技術というのですか、山

武さんと協力しまして、私どもは独立系の会社ですので、自動制御のメーカーと言いま

すと横からジョンソン、三菱、日立、山武といろいろございますが、あるメーカーさん

は自分のとこの１社だけで、ところが私たち、全部をできるようなノウハウをつくりま
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して、機械警備の設備版というふうに考えていただければよろしいのですが、コンピュ

ータが入っているもの、現地にあるものと同じ物が私どもの本社にございます。という

ことは支店を管理するのではなくて、そこの現場を管理するという形でございます。こ

こで言わせていただくとコミュニティセンターの現状が見られる。どこの照明がついて

いるよ、どこの空調がどういう状態で動いているよということが即時に把握できる、ま

たその記録をとることによって省エネに貢献ができるという形の設備でございます。 

 

○部会長 本社がそういった機能をすることによって附帯的な警備はかからないですか。 

 

○新生ビルテクノ 逆に私どもは経費削減ということでそういう提案をさせていただいて

おります。というのは、その設備、施設を２４時間の人の目で見るということは非常に

経費のかかる問題でございます。先ほど実績の中でもやっていますよと言った中にも監

視という形でほとんどの施設についております。そのかわり２４時間、３６５日いつで

もそこの施設を管理している。ただし有事のときにはすぐ緊急対応ができるような体制

をとっております。 

 

○部会長 どうもそれにしては人件費、管理費等の経費が多過ぎるような気がするのです

が、いかがでしょうか。 

 

○新生ビルテクノ 私どもは社員については非常に長く、長期に働いていただきたいとい

うことをモットーにしております。今、現在いろんな役所に向けて入札等をあるわけで

ございますが、安かろう、悪かろうという仕事はしたくない。それなりのいい人間を配

置して、いい仕事をしたい。お客様に還元したいというふうに考えております。 

 

○部会長 ありがとうございました。 

 

○委員 鎌取コミュニティセンターの指定管理者業務をエントリーするに当たって、鎌取

というまちにすごくいい印象をお持ちだというのはわかったのですが、その鎌取に貢献

する、鎌取コミュニティセンターを通じてこの地域に貢献するとしたときにどういうと

ころに力点をおいていますか。利用者層とか、特に挙げてもらえれば。どうですか。 

 

○新生ビルテクノ まず利用者層の把握というのが第一前提になると思います。そして、

若者から高齢者までまず何を求めているかというのを早く把握しないといい仕事がで

きないと思っております。その中で私ども、この地域とも、私市原ですが個人的に交流

が非常にありまして、仕事もウェルサンピアですかね、それから鎌取の駅の裏にござい

ます老人ホーム等非常にたくさんやらせていただいておりますので、高齢者から若い方

から、プールを利用される方から、いろんな方々を存じ上げておりますので、利用者が

どの程度、どういうものをというのが把握できているつもりでございます。その中で一

番気になっているところは、２０歳代から３０歳代が非常に尐ない。尐ないというのは

利用者数が尐ないという意味ですが、それをどうやってとり込むか今後の課題になるの
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かなというふうに、高齢者とかそういう人たちは割に、協力的に参加していただけるの

ですが、若い方も非常に参加していただけるのですが、その取り組みを考えていくこと

が１つの課題になるのかなというふうには考えております。 

 

○委員 こちらの施設だと稼働率の高いところと、稼働率の低いところがあるのです。そ

れはもう穴川でも同じだと思うのです。だから穴川での経験を生かすとすればどういう

ふうな改善策考えていますか。 

 

○新生ビルテクノ 穴川では大変恐縮ですが、私ども設備管理だけという形でやらせてい

ただいている、中のほうは申し訳ございません。把握は完全にはできておりません。ち

ょっと変わります。済みません、穴川コミュニティセンターのほうはちょっと語弊があ

ったようですが、いわゆる私どものビルメンテナンス業の分野でお仕事をさせていただ

いておりまして、管理運営ということでは穴川コミュニティセンター自体は別の会社さ

んがおやりになっております。 

 

○委員 箱の管理だけなのね。 

 

○新生ビルテクノ はい。我々は、変な話ですけども、稲毛区役所と穴川コミュニティセ

ンターの設備管理をやらせていただいておりまして。 

 

○委員 設備管理。 

 

○新生ビルテクノ ついでに隣も何ていう話も出るかもしれないですけども、今は小笠原

からもあったように魅力としてはなぜこちらを感じたのかというお話になってしまう

と思うのですが、私も先ほど言いましたけども、こちらのほうがやはりちょっとうまい

言葉が見当たらないのですが、展開というかこれからの広がりを見られるもの、新しい

まちであり昔からの住人の方々との融合という部分では希薄な部分もあるおそれもあ

るというところで、そういうところにいろいろ管理をしていって、頑張ってみたいなと

いう思い、意欲を感じさせるという形で応募してみました。 

 

○委員 だから穴川コミュニティセンターとかではハード面での仕事は請け負っていたの

だけど、ソフト面は違うってことなのですか。 

 

○新生ビルテクノ そうです。はい。 

 

○委員 純然たるコミュニティセンターの運営業務には。 

 

○新生ビルテクノ 穴川コミュニティセンターとしましては本当に、そういった意味での

管理ではないということです。 
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○委員 なるほど、わかりました。あと市内産業の振興とか、雇用の考え方について聞き

たいのですが、御社の職員の職種や、様式１８号ですけど、雇用形態、勤務日数とかを

見ると、常勤で勤められて責任のある立場の所長、副所長は常勤で、設備員、職員は契

約になっているのですよね。夜間受け付けに関していうとどうやら所長、副所長ではな

さそうですよね。その責任のある立場の人の配置というのはどうなりますか、夜間は。

所長、副所長の勤務形態って９時から１１時までですよね。 

 

○新生ビルテクノ 基本的にそうです。委員がおっしゃるような人員配置で考えておりま

す。ただ、基本的に有事の際には必ず連絡体制をとっておりますので、有事の際には３

０分以内にほかの職員がかけつけられるようなバックアップ体制をとっておりますの

で。 

 

○委員 清掃員や夜間受け付けでパートを確保することで市内産業の振興とか、市内雇用

に力を入れるという考え方ですか。 

 

○新生ビルテクノ そうです。あくまでも雇用全体の枠を広げる意味で清掃のほうも日常

は３時間、４時間、５時間というパートを各種用意していまして、日常の清掃管理をす

るという感じとなります。 

 

○委員 現在鎌取コミュニティセンターの受け付け業務でパートをなされている方々がい

るのですよ。そういう方って現場にすごく精通されているではないですか、尐なくとも

鎌取コミュニティセンターについて。そういう方たちの処遇ってどうされます。 

 

○新生ビルテクノ うちに仮に内定というか、第一候補に選定が決まった場合、ある程度、

ほかの会社さんになるのでそこの処遇を確認した上で面談をさせていただいて、うちに

来ていただけるという確認がとれれば今いる職員の方はうちで採用を考えております。 

 

○委員 そのときに御社の雇用形態だと契約社員で８名ですよね。御社って穴川コミュニ

ティセンターの箱の運営はやっているけれども、ソフトのところについてはノウハウな

いですよね。 

 

○新生ビルテクノ ソフトは今のところ。 

 

○委員 ソフト面で。 

 

○新生ビルテクノ ございません。 

 

○委員 その点について、処遇の面で現状と御社が考えている、御社の内規での勤務形態

での待遇に違いがあった場合どうされます。 
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○新生ビルテクノ 内規の違いですか。 

 

○委員 時給だって多分違うと思うし。 

 

○新生ビルテクノ そうですね。そこら辺は面談をさせていただいて、逆に言いますと今

いる全員の方がうちに来ていただけるという多分保障はないと思うのです。そうすると、

そちらできていただける方にある程度待遇を払って、新たに採用をする人間のほうの時

給のほうを今８５０円から９００円で査定をさせていただいているのですが、そこら辺

である程度の調整をさせていただくような形になります。 

 

○委員 施設面について、様式３３号で、利用料金収入というのが収入の②のところに書

いてあるのですが、年間４００万ぐらいを見積もっておられるのですが、それの積算の

根拠というのは、教えてもらえませんか。 

 

○新生ビルテクノ 一応今回発注された募集内容を加味しまして、翌年、来年度から新た

に、今は一室でお金を徴収されてない状況が翌年から新たに使用料を徴収しますという

形に切りかわるのですね。なので、実際に今年間で稼働している人数大まかに１０万ぐ

らいの多分稼働率があったと思うのですが、基本的にその稼働率、当社はちょっと利用

者収入を得る関係で１００％そのままの稼働率ではいかないであろうという解釈とさ

せていただいております。実際に２３年度、今回指定管理になる５年間で、最終年度で

今の利用状況を取り戻せるという割合で２３年度から８０％、８５％、９０％、９５％

で１００％になるような割合でちょっと計算をさせていただいております。 

 

○委員 あと自为事業で就職活動実践セミナーという企画されていますよね。鎌取でやる

積極的な意味はどこにあるのですか。为たるターゲットとか。 

 

○新生ビルテクノ 近くに大学もございますので、そういった面で新規でこれから就職を

考えている方を対象にまずはとっていこうかなと。 

 

○委員 ほかの地域で実績とかありますか。 

 

○新生ビルテクノ 今の時点ではそういった形ではない。千葉ではございませんが、名古

屋のほうではそういうことをやっております。障害者の雇用とかそういうのも含めてや

っております。 

 

○部会長 委員、それでよろしいですか。今日はどうもありがとうございました。結果に

ついては１２月の下旪にご通知をいたします。 

 

○新生ビルテクノ ありがとうございました。 
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（新生ビルテクノ株式会社 退室） 

 

（採 点） 

 

○司会 よろしいですか。それでは最後は日本環境マネジメント株式会社でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

（日本環境マネジメント株式会社 入室） 

 

○部会長 最後は日本環境マネジメント株式会社です。鎌取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。なお、説明は提案書の内容のみを１０分程

度し、委員の質疑応答を含め３０分以内といます。なお、時間の配分につきましては事

務局より口頭でお知らせいたします。それではご出席の方の紹介と提案内容の説明をお

願いいたします。 

 

○日本環境マネジメント 本日はプレゼンテーションの機会をいただき、まことにありが

とうございます。まず初めに自己紹介をさせていただきます。私は日本環境マネジメン

ト株式会社指定管理者事業部の堀川と申します。こちらが同じく指定管理者事業部の池

田、オオクラ、長谷川、ムタイでございます。よろしくお願いいたします。以上の５名

でご説明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。では失礼いたしま

して、着座にてご説明をさせていただきます。それでは当社のまず会社概要についてご

説明させていただきます。当社は３５年にわたり公共及び民間の建物、公園など多様な

施設の維持管理事業を中心に業務を拡大してまいりました。指定管理者制度につきまし

ては平成１６年に指定管理者事業部を設置、積極的に取り組んでおります。当社は松戸

市市民センター８施設、市川市急病診療ふれあいセンターなどを指定管理者として管理

運営をしております。教室やイベントの開催時には有名な方を講師としてお招きするだ

けではなく、ＮＰＯ法人やボランティア団体など地域の団体と連携し、地域に密着した

施設運営を行っております。また、当社が指定管理者になりましてから利用率が３０％

以上アップいたしました北本市体育センターを初め、どの施設でも目に見える形でより

よい結果を出しております。ただいまご紹介いたしました施設以外にも当社では２４施

設を指定管理者として管理運営してまいりました。また、今年度は新たに２施設の指定

管理者として内定をいただいております。このような豊富な実績及び無借金経営の盤石

な経営基盤をもとに、千葉市民の皆様と一体となりました最高の施設運営を行えますの

は私ども日本環境マネジメントのみであると確信いたしております。着座にて失礼しま

す。続きまして、当社指定管理者といたしまして施設を管理運営する上での５つの基本

方針につきましてご説明をいたします。１つ目、コンプライアンスに徹した施設の管理

運営と企業本体経営。２つ目に、公正・公平、透明さに徹した業務の運営。３つ目には、

安心・安全な施設づくり。４つ目に、官民共同による施設の価値を最大限に高める運営。

５つ目に、創意工夫や業務の革新へのふだんのチャレンジ、これらの基本方針を実践す

ることによりまして、千葉市民の皆様、千葉市様、指定管理者の３者がメリットを教示
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するﾄﾘﾌﾟﾙﾘﾝの関係を構築できると考えております。続きまして、当施設の管理運営方

針についてご説明をいたします。当施設の設置目的や千葉市生涯学習推進計画、当社の

基本方針をベースといたしまして次の３点を当施設の管理運営方針として掲げてまい

ります。１、学ぶ喜びを感じながら自为的に参加をし、協力し合い、みなでつくり上げ

ていくコミュニティ形成の場をつくってまいります。２、だれもが安心して利用できる

安全で快適な施設づくりに努めてまいります。３、明るく親しみのある雰囲気づくりに

努め、地域に密着した活気あふれる施設づくりをいたします。では、こちらの３つの管

理運営方針を実現するための具体的なご提案についてご説明をさせていただきます。で

はまず１点目の管理運営方針につきましてご説明をいたします。こちらは平成２２年千

葉市における生涯学習基礎調査報告書の結果です。生涯学習活動の阻害要因の第１位と

いたしましては、仕事のため時間がとれない。第２位は、どんな生涯学習活動があるの

かわからないとなっております。 

 

○部会長 済みません、様式をちょっと触れてください。何号様式についての説明か。 

 

○委員 今までのところは様式１号、２号を強調したいというのはわかったけど、そこか

ら後がわからない。 

 

○日本環境マネジメント ２５ページですね、第１５号になります。また生涯学習施設へ

の要望といたしましては、生涯学習に関する情報提供を充実する。だれでも気軽に参加

できる行事やイベントをふやすがそれぞれ４０％を超えております。このような千葉市

民の皆様のご意見を踏まえ、当社では広報活動に力を入れるとともに、お子様からお年

寄りまで楽しみながら参加できる自为事業を充実させています。続きまして様式が第１

５号の２６ページになります。まず初めに、広報活動につきましてご説明をいたします。

市報や新聞の折り込みチラシの活用、市や教育委員会、地域との連携、パブリシティの

積極活用、メディアとの良好な関係構築、ホームページの改善を行います。これにより

まして当施設の存在をご存じなかった市民の皆様に市民の皆様に知っていただくとと

もに、思わず参加したくなる教室やイベントの情報を積極的に広報いたします。毎回第

何号ということをご説明したほうがよろしいということですよね。 

 

○部会長 そうしてください。 

 

○日本環境マネジメント 次に３９ページ、第２２号になります。まず当社で無料の体験

教室を開催いたします。これらの無料体験教室をきっかけに学ぶことの楽しさや新たな

仲間をつくることの必要性を認識し、継続的に当施設をご利用いただきたいと考えてお

ります。次に同じページですけれども、自为事業につきましてご説明をいたします。現

在行われている自为事業は年間８種類と尐なく、市民の多様なニーズには応えられてい

ないと考えます。当社では年間２８種類の自为事業を企画しており、実施してまいりま

す。千葉市民の皆様のご意見を積極的に伺いながら、ニーズにあった教室を数多く開催

することによりまして、積極的に生涯学習活動に参加していただくための仕組みをつく
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ります。なお、自为事業の開催に当たりましては地元の講師の方にお願いをするととも

に、地域団体の利用を妨げることのないよう空き時間を利用して実施をいたします。こ

のほかにも様式第１３号、２２ページ以降になりますけれども、掲示物の改善ですとか、

スポーツ用品の無料貸し出し、無料のインターネット端末の設置などさまざま新たな取

り組みを行うことによりまして市内ナンバーワンのサービスを実現するとともに、また

来たいと言っていただける施設づくりをいたします。続きまして２点目の管理運営方針

につきましてご説明をいたします。こちらは様式第２３号以降、２４、２５あたりが、

こちらが維持管理計画になります。当社には長年にわたり建物の維持管理業務こちらを

行ってまいりました実績ノウハウがございます。設備専門スタッフによる施設調査によ

り、中長期計画を策定いたしまして、計画的な修繕を行うことにより、大規模修繕を防

ぎ施設の安全確保と経費の削減に努めてまいります。続きまして４８ページ、様式第２

８号になります。また当施設オリジナルの危機管理マニュアルや緊急連絡網の設置、防

災訓練の実施等日ごろから事故に備えた体制を敷いてまいります。心肺蘇生の訓練を毎

日実施するとともに、事故やクレームの発生時には５分以内に支社及び本社に報告する

ことがこちらへ義務づけられておりまして、徹底してそれを行っております。千葉支社

及び本社では２４時間、３６５日連絡を受けられる体制を敷いております。続いて３つ

目の管理運営方針につきましてのご説明に入らせていただきます。こちらは２３ページ、

様式第１３号になります。現在、当施設の受け付けにはスタッフが配置されておらず、

奥の事務室でスタッフ同士の話し声が聞こえるのみでございました。当社では受け付け

に必ずスタッフを１名常駐させるとともに、再雇用スタッフに対しても接遇研修を徹底

して行ってまいります。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。ちょっとここで時間になりましたので。では、

今度質疑応答に移りたいと思います。 

 

○委員 今、お話の中で松戸市の市民センターの指定管理をやられているというお話を伺

ったのですが、千葉市内でここにある管理業の実績はございますか。 

 

○日本環境マネジメント 指定管理者としての実績はございません。 

 

○委員 通常管理の担当というのはありませんでしょうか。 

 

○日本環境マネジメント 官公庁様ではございませんけれども、民間では日本テイソウの

清掃業務等は委託としてやらせていただいております。 

 

○委員 仮にここの管理者となった場合に、担当する支社というのはどこになるのですか。 

 

○日本環境マネジメント 私どもどうしても埻玉に隣接したところということで、支社は

流山にございます。あと松戸でございます。千葉支社として登録されているのは流山、

営業所としては松戸があります。約こちらまで１時間。 
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○委員 そうですね、北のほうですね。 

 

○部会長 ちょっと質問なのですが、様式３４号、これで細かな細目ですけれども、一般

管理費２００万、これはなのですか。 

 

○日本環境マネジメント 基本的には本社ですとか、支社のかかる人件費です、総務部で

すとか経理部ですとか。 

 

○部会長 そういった経費の配分ですか。 

 

○日本環境マネジメント そうです。 

 

○部会長 はい、わかりました。それから水道光熱費１,２００万ですか、これちょっと多

過ぎるような感じがするのですけれどもいかがでしょうか。 

 

○日本環境マネジメント いただいた資料では私のほうで把握しているのが、２０年度が

１,３００万ちょっと、２１年度が１,１９６万となっておりましたので、そちらを参考

にさせていただきました。 

 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 

○委員 緑区鎌取コミュニティセンターの指定管理者に応募した動機について説明しても

らえませんか。緑区にはもう１カ所、土気のあすみが丘プラザも募集があるのですよ。

あえて鎌取にしぼりこんだ理由。 

 

○日本環境マネジメント 今回緑区に限らず千葉市内のコミュニティセンターが一気に再

公募のほうに出まして、実際現場説明会もかなりの施設行かせていただきました。その

中で当社としてはこちらの施設のみ応募させていただきました。理由といたしましては、

やはり施設の場所というかアクセスも非常によいですし、施設も立派な施設であるにも

かかわらず、当社のほうで拝見した限りでは例えば維持管理面ですとか、あと自为事業

の内容が尐ないですとか、接客サービスの面で非常に改善の余地があると考えておりま

す。非常に場所もいいし、立派な施設なのにもったいないなというふうに感じましたの

で、こちらが一番当社の今までの経験等を踏まえまして改善の余地があると、もっと利

用者を増やせるというふうに考えましてこちらだけ応募させていただきました。 

 

○部会長 御社の支店から一番近いというような理由はないですか。 

 

○日本環境マネジメント その意味ではないです。 
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○委員 御社の強みってこのコミュニティセンターでどういうような形で発揮されます。 

 

○日本環境マネジメント まず１点言えるのは、当社もともとビルメンテナンス会社です

ので、維持管理面、安全管理ですとか、そういった面ではまず強いというふうに考えま

す。あと指定管理者としての実績という意味から申し上げますといかに地域に入り込ん

でいくか、運営面で、そこが一番大事だというふうに考えておりますので、いろいろな

団体さんですとか自治会のほうにも当社の社員が、施設のスタッフが周りまして、本当

に地域の一員となって施設の運営をぜひ、意見をどんどん聞かせていただきながら施設

運用をしていきたいと。今までもそういった運営をしてきたのでこちらの施設でもそう

いった運営をしていきたいというふうに考えております。 

 

○委員 そうなったときに、だから箱の管理に関しては実績があるのはわかりました。だ

からあとは施設運営の面でどういうような創意工夫考えています。緑区の、この地域の

特性を考えて。 

 

○日本環境マネジメント 例えば鎌取ですが、駅前は結構若い、ファミリー層も多いと思

うのですが、ちょっと離れますと戸建ての、古くからあるような住宅街も多いというふ

うに認識しておりまして、やはり尐子高齢化も進んでいるというふうに考えております。

そのため、高齢者向けの事業ですとか、いろいろなライフスタイルといいますか、休み

ですとか、使える時間ってニーズが非常に多様化しているというふうに考えております

ので、そういった市民の意見を聞きながら、特に高齢者向けの事業というのを増やして

いきたいというふうに考えております。 

 

○委員 高齢者向けの事業が为たるお考えのようですが、曜日と時間帯ごとに稼働率ばら

つきありますよね、施設の内容によっては。それを踏まえた上でどういうような、だか

ら高齢者向けのだったならば、どういうようなことを考えていますか。 

 

○日本環境マネジメント やはり心身ともに健康になる必要があると言いますか、例えば

スポーツ教室を開くにしても負担のかかるスポーツですと高齢者の方には向いてない

と思いますので、スポーツ吹き矢の教室ですとか、あと当社の場合はほかの施設でもや

っておりますけれども、高齢者だけでなくて障害者向けのスポーツ教室なんかも開いて

いきたいと、あと特に料理実習室の稼働率が低いというふうに考えておりますので、そ

ちらの教室も開いていきたいというふうに考えております。 

 

○委員 潜在的なニーズの発掘についてはどういうようなとり組みをなさっていきますか。 

 

○日本環境マネジメント なかなか当社のほうで市民の方あるいは区民の方たち全員にア

ンケートをとるというのは難しいと思うのですが、千葉市さんの場合はいろいろ市民の

意識調査というのをされておりますし、そういったものの今回の提案の中にも盛り込ん

ではあるのですが、そういった結果を参考にしながら。あとは利用者には当然教室を開
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くごとにアンケートをとって、そういった意見を反映しながら施設の運営をしていきた

いというふうに考えております。 

 

○委員 続けていいですか。提案書３２号にも関連するのですが、自为事業が大変魅力的

で豊富なコンテンツを用意されていますよね。これの大半をよく見るとダンスとか体操

とか太極拳とかスポーツ関係とかで、割と大きな箱が必要になるようなものと、稼働率

の低いところにもターゲットは当てていますよね。だけど、これを例えば音楽体操にし

ても、フランダンスにしても、健康体操にしても体育館でやるにせよ、多目的ホールで

やるにせよその辺稼働率が割と高いのですよ。施設の公平かつ公正な運営で考えた場合、

従来やっているサークルに割り込むような形になってしまわないか。 

 

○日本環境マネジメント それは全く考えておりません。やはり自为事業というのは今ま

で当施設をご利用いただいている市民の方、利用団体の方の利用を妨げてまで行うもの

ではないというふうに考えておりますので、あくまで空き時間、空き部屋を利用して行

いたいと思っております。スポーツ系の教室、ヨガですとかいろいろなものがあるので

すが、こちらは別に体育館でもなくても、例えばこういった会議室でもヨガマットを敷

いてやるとか、そういったことも当社のほうではやっておりますので、あくまでも空い

ている部屋、空いている時間を使って実施していきたいというふうに考えております。 

 

○委員 多目的ホールとかの稼働率は８割超えるのです。ものによっては８割５分超える

のです。そういうようなところってもうご承知かもしれませんが既にそういうサークル

がかなりの頻度で使っているから、大規模な自为事業って難しいのではないかなという

ふうに思うのですが。 

 

○日本環境マネジメント それほど大規模なものは実施するつもりではないのですが。そ

ういった稼働率の高い８０％を超えているような部屋はよほどではない限り使うつも

りはないです。 

 

○委員 自为事業をいろいろ展開されるというのは聞こえがいいし、悪いことではないと

思うのだけど、現実問題として今委員のほうから言われましたけど、例えば多目的室、

これは稼働率がすごく高いわけで、そうするとそういうとこを使った自为的行事という

のはかなり制限される。もし仮にやるとなると相当長期間のＰＲなり、なんなりを利用

者にちゃんと徹底しないと必ずトラブルが起きますね、このままだと。ですから私は思

うのですが、自为的なその事業をやるといっても鎌取コミュニティセンターのキャパシ

ティから考えるとせいぜい今やっている自为教室程度です。そういうレベルになってし

まうのです、建物の中見ていただいたらわかりますけど。ですから将来の問題としてそ

ういう計画がいろいろありますよというお話として聞いていますけども、現実問題とし

て場所のことを考えると非常に難しいのではないかなというのが１つあります。それか

らもう１つ、様式２４号の施設の公用の発揮、施設管理能力のところ。駐車場の管理計

画についてそちらのほうから出されていますね。現在鎌取コミュニティセンターの駐車
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場約７０台収容能力があるのですが、ほとんど満車状態。これ読みますといろいろ掲示

物を出して安全確保する、巡回をする、不審者のチェック、路上駐車はないか、利用者

同士のトラブルがない云々、頻繁にチェックしますと書いてありますけれども、これだ

けのことをやったら大変だと思いますよ、作業が。スタッフは何人いるのか、そちらの

ほうで出されている数字からいくとこれをしょっちゅうやっている人は果たしている

のかなというちょっと心配があります。やはり、あそこの駐車場をまず将来的に考えな

きゃならないのは、あの７０台なら７０台の利用者が本当にコミュニティセンター及び

図書館等のあの施設を利用している人だけが使っているのか、それとも部外者が不法に

使っているのかどうか、この辺が問題なのです。それで以外によそ様が使っている、よ

その人たちが使っている、こういうケースがあるのでチェックする人ってその区別わか

りませんから、何も印がありませんから。そうするとここで書かれているほど駐車場の

管理は簡卖ではない、いうふうに私は思います。できれば、将来的にはあそこの駐車場

が本当に利用者だけが利用できるようなそういうシステムを考えていただく必要があ

るのではないかと思います。具体的にどうだと言われても私からは言いませんけど、そ

ちらもピンと来ると思いますけど、そういうことも１つあります。それからもう１つ、

今、鎌取コミュニティセンターは管理運営を山武さんがやっているわけですけど、ほか

に運営協力会というのがあるのです。これは指定管理者のほうから頼まれた協力員が１

５名いるのですがも、御社が例えば指定管理者をもしやる場合には現在あるそういう運

営協力会についてどういうふうにもっていかれるのか、そのまま継続するのか、それと

も全然別の新しいものをつくるのか、それともそういうサークル代表や地域代表の人た

ちは別に必要ないと、管理運営は全部自分たちでやりますとこういうことなのか、その

辺はどうなのですか。 

 

○日本環境マネジメント まず、最後の運営協力会というのは運営懇談会のことですか。 

 

○委員 運営協力会。ご存じないですか。 

 

○日本環境マネジメント 仕様書のほうにコミュニティセンターの運営懇談会の運営補助

というふうに仕様に含まれていまして。 

 

○委員 運営協力会というのがあるのですよ。これは今年の１月までは鎌取コミュニティ

センターの場合には運営委員会というのがありまして、それは１５名の運営委員に千葉

市長から委嘱状が渡されていたのですよ。彼らはサークルの代表及び地域の代表によっ

て構成されている。それが１月に任期が切れまして、それ以後は市長からの委嘱ではな

くて、指定管理者のほうからの依頼で運営協力会メンバーになっているわけ。ですから

そちらの場合そういう実際にサークルや地域のほうから出ている人たちの協力体制を

必要とするのか、それとも要らないと、あくまでも自分たちでやれるということなのか、

その辺はどうですか。 

 

○日本環境マネジメント 当社が現在、今二十数施設指定管理者として管理しております
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けども、そちらにもやはり地元の有識者の方、大学教授の方ですとか、あとは各利用団

体の代表者の方を集めた運営協議会というのを実施しております。こちら年に３回から

４回会合を開いて、やはりいろんなご意見をいただきながら、利用団体の代表者の方か

らご意見をいただきながら設備行っております。ですので、こちらの施設でも当然実施

します。 

 

○委員 そういう形でやっていきたいと。 

 

○日本環境マネジメント はい、もちろんです。 

 

○委員 鎌取の場合も。ちなみに言っときますけど、その運営協力会は毎月やっています、

ここは。ですから、そちらのほうで違う方式をやるというのであればそれはそれでいい

と思いますけど、わかりました。 

 

○日本環境マネジメント ただですね、現状の運営の方法を大きく変えようというふうに

は、できるだけ利用者の負担を軽減するために考えておりませんので、現在毎月開催し

ているのであれば当社も毎月開催いたします。 

 

○委員 はい、わかりました。 

 

○部会長 ほかにございませんか。 

 

○委員 御社の提案書読ませていただいて、市内産業の振興とか雇用の考え方についてな

んですが、割とパート従業員の方を、清掃スタッフとかマルチスタッフとかで活用され

るようですけど、それ以外に何が力を入れている点とかってありますか。 

 

○日本環境マネジメント それは雇用ですか。 

 

○委員 市内産業の振興でも構いません。 

 

○日本環境マネジメント まず雇用に関しましては、もし可能であれば現在のスタッフの

ことをまず再雇用したいというふうに考えております。やはり利用者の方にとってもス

タッフが、会社が変わったからがらっと変わるというのは負担がかかると思いますので、

まず再雇用したいということと、それで人数が足りなければ市内のほうで求人をかけさ

せていただいてお近くの方、市内の方を雇用したいというふうに考えております。それ

から産業の活性化ということに関しましては、地元の企業さんに委託業などは採択した

い。あとはシルバー人材センターなども活用させていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○委員 大体パートの人件費って自給幾らぐらい考えています。 
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○日本環境マネジメント ９５０円から１,０００円というふうに考えています。 

 

○部会長 委員よろしいですか。 

 

○委員 はい。 

 

○部会長 一応時間となりましたので今回の審査はこれで終了させていただきます。なお

結果については１２月の下旪にご通知いたす予定です。どうもありがとうございました。 

 

○日本環境マネジメント ありがとうございました。 

 

○部会長 お疲れ様でした。 

 

（日本環境マネジメント株式会社 退室） 

 

（採 点） 

 

（暫時休憩） 

 

○司会 それでは部会長お願いいたします。 

 

○部会長 それでは採点結果が出たようですから。 

 

○事務局 発表させていただきます。 

 ①株式会社東急コミュニティー １２０.８ 

 ②株式会社千葉マリンスタジアム １０８.６ 

 ③千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体 １０２.８ 

 ④Ａ社 １００.８ 

 ⑤Ｂ社 ９８.６ 

 ⑥Ｃ社 ９８.４ 

 ⑦Ｄ社 ９７.０ 

 ⑧Ｅ社 ８６.８ 

この結果１位は株式会社東急コミュニティーです。 

 

○部会長 ２位と３位が。 

 

○事務局 ２位がマリンスタジアムです。 

 

○部会長 ２位がマリンスタジアム。３位は。 
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○事務局 ３位が千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体です。 

 

○部会長 とりあえず一応指定管理者が。 

 

○事務局 以上でございます。 

 

○部会長 １２０.８をとった株式会社東急コミュニティーですね。次点が千葉マリン、３

番目が。 

 

○委員 千葉ビル代行。 

 

○部会長 千葉ビル代行。そういう順序でお願いします。これはまた委員会に諮るのです

ね。一応そういうことになったのですが、採点のし直しはいいですよね。 

 

○委員 いいのではないでしょうか。もう１位についてはかなり皆さん意見が一致してい

るようですので。５人中４人が１位ですのでこれは決まりだと思います。 

 

○部会長 そうですね。 

 

○委員 選定理由。 

 

○部会長 委員何かあったら。 

 

○委員 千葉市緑区鎌取コミュニティセンターの採点をするに当たりまして私が考えた審

査のポイントは指定管理者制度に対する理解度。つまり公共性のなる施設管理、ハード

面と施設運営のソフト面についてどれだけ地域の実情をかんがみて熟知しているのか、

理解しているのかと。そしてもう１点、緑区の抱えている地域性への理解度。自治会組

織率が低いとか、元気な高齢者が多いとか、そういった面に配慮してイベントの企画や

施設の運営ができているかどうかについて見ていきました。特に鎌取コミュニティセン

ターでは多目的ホールの稼働実績が高いので、そういった強みをいかに生かしていくか、

そして稼働実績の低いその他の料理教室などを初めとした教室の改善をどうするかと

いう点に重きを置いて見ていきました。特に東急コミュニティー卖体だけではなくて、

東急グループ全体で鎌取コミュニティセンターを支援していこうという姿勢が自为事

業の中からでも豊富にうかがえたのでその点をかんがみて私は評価を高くして、しまし

た。 

 

○部会長 ほかにございますか。そんなところでよろしいでしょうか。では、事務局のほ

うで選定理由のまとめをお願いします。 

 



 

 ―８０― 

○委員 あと附帯意見で、委員のおっしゃっていたような公正・公平な運営に引き続き尽

力していただきたいというふうにつけ足しておけばよいのではないかと思います。 

 

○部会長 以上で千葉市緑区鎌取コミュニティセンターの指定管理候補者の選定に係る審

査を終了します。 

 

○司会 それでは今後のスケジュールについてご説明いたします。選定結果は１２月の下

旪、予定候補者との仮協定締結は平成２３年１月、指定議案の提出平成２３年第１回定

例会で、平成２３年２月、指定管理者の指定・協定の締結は平成２３年３月でございま

す。以上でございます。 

 

○事務局 本日は慎重かつ適正なるご審議をいただきましてまことにありがとうございま

した。また、本日の選定結果につきましては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、選定していただきました企業と関係手続を進めてまいりたいと存じます。

なお、本日長時間にわたる皆様のご審議に対しまして厚くお礼を申し上げまして、第２

回緑区役所部会の閉会のごあいさつとさせていただきます。本日はお疲れ様でした。ど

うもありがとうございました。 

 

○司会 本日お持ちいただいた資料、お配りした資料につきましては、この場に置いてい

かれても結構でございます。事務局で対応させていただきます。本日は長時間にわたり

慎重なご審議大変ありがとうございました。 

 

 


