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平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第２回美浜区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１１月２９日（月） 午前９時３０分～午前１１時５０分 

 

２ 場所：美浜区役所 ３階 ３－２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、勝山弘和委員、志水今朝五郎委員 

（２）事務局 

高橋地域振興課長、中村課長補佐、藤代係長、太田主任主事 

 

４ 議題： 

（１）第１次審査の結果について 

（２）千葉市美浜区高洲・真砂コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定に 

ついて 

（３）今後の予定について 

 

５ 議事の概要：  

（１）千葉市美浜区高洲・真砂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。 

（２）千葉市美浜区高洲・真砂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 

申請者について、指定管理予定候補者として適否について審査した。 

（３）その他 

 

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、お忙しい中お集まりいた

だきましてありがとうございます。 

 それでは、ただいまより平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回美

浜区役所部会を開会いたします。 

 本日の司会を務めさせていただきます美浜区役所地域振興課の中村と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

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

 なお、会議録を作成することから、本会議の内容を録音させていただきますことをご了

承くださるよう、お願い申し上げます。 
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 また、本日の会議は、千葉市指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び議事録の作成

等の取り決めによりまして、途中から非公開とさせていただく予定となっております。 

 その時点で傍聴人の方々はご退席いただくことになりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 初めに、本日の配布資料でございますが、お手元に配布のとおりでございます。 

 資料は、本日配布分と既に皆様にお持ちいただきました分とがございます。 

 会議資料一覧により、ご確認をお願いします。 

 なお、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。 

 続きまして、会議の成立について、ご報告いたします。 

 本日は委員５名全員が出席しておりますので会議は成立しております。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 部会長、よろしくお願いいたします。 

○部会長  初めに、本日の議題についてですが、千葉市美浜区高洲・真砂コミュニティ

センターに係る指定管理予定候補者の選定であり、千葉市指定管理者選定評価委員会の会

議の公開及び議事録の作成等の「１ 会議の公開の取り扱い （１）のただし書き」によ

り非公開の案件となります。 

 また、（２）により非公開の決定は部会長が行うとされていますので、以後の議題につい

ては非公開の取り扱いといたします。 

 

（傍聴人退席） 

 

○部会長  それでは、議題に入ります。 

 初めに、議題１の「第１次審査の結果について」事務局から報告願います。 

○事務局  それでは私から報告申し上げます。 

 それでは最初に前回の部会後の本日までの公募等の経過からご説明いたします。 

 まず、公募についてですが、９月２７日、市のホームページに募集要項等を掲載して募

集を開始しました。 

 次に、１０月７日、各施設において応募者を対象として現地説明会及び施設見学会を開

催するとともに、１０月８日から１４日までの間、募集要項等に対する質問を受け付け、

回答を１０月２２日に市のホームページに掲載いたしました。 

 その後、１１月１日から５日までの間に、指定申請等の応募書類を受け付け、事務局に

おいて提出書類に不足や不備がないかどうか確認するとともに、第１次審査を行いました。 

 第１次審査は以下の７点を行いました。 

 １、市から指名停止処分を受けている者でないこと。 

 ２、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

 ３、最近１年間の市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ４、会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てをしている者、または民事再生法に基

づき、再生手続開始の申し立てをしている者でないこと。 

 ５、都市計画法の制限または規制に違反している者でないこと。 
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 ６、暴力団排除措置事由に該当する者でないこと。 

 ７、個人でないこと。 

 この７つの項目について審査し、審査結果を１１月１２日付で各応募者あてに通知いた

しました。 

 続きまして、千葉市美浜区高洲・真砂コミュニティセンターについて、応募状況と第１

次審査の結果についてご報告します。恐れ入りますが、資料２をごらんいただけますでし

ょうか。 

 １０月７日の現地説明会及び施設見学会には７団体の参加があり、このうち１１月１日

から５日の応募期間内に応募があったのは、「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事

業体」と「株式会社千葉マリンスタジアム」の２団体でございます。この２団体について、

資料３のとおり、事務局において第１次審査の７つの審査項目に該当しないと審査した結

果、２団体とも該当事項はございませんでした。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質問はございま

せんか。 

（な し） 

 

○部会長  ないようですので次に進みます。 

 それでは次に、議題２の「千葉市美浜区高洲・真砂コミュニティセンター指定管理予定

候補者の選定について」に入りますが、その前に事務局から、第２次審査の流れについて、

ご説明をお願いします。 

○事務局  それでは私からご説明いたします。資料の１の進行表をごらんください。選

定の流れについてご説明申し上げます。 

 まず、応募者に１者ずつ入室していただき、最初の１０分間で、応募者から職員紹介と

提案書の骨子についての説明がされます。 

 その後、委員さんから応募者に対し、疑問点などについて質問していただきます。この

質疑応答の時間を約２０分間とし、１者当たりの「ヒアリング」の時間を合わせて３０分

間といたします。応募者間の公平性の観点から、ヒアリング時間は１者につき３０分を超

えないこととしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 「ヒアリング」が終わり、応募者が退室いたしましたら、次の応募者の入室前に約５分

程度ですが、お時間をとらせていただきますので、委員さんには１者ごとに採点をしてい

ただきたいと存じます。 

 そして、２者の「ヒアリング」が終了しましたら、１０分程度お時間をとらせていただ

きますので、１者ごとにつけていただきました採点をご確認等していただき、採点を確認

させていただきたいと存じます。 

 採点が終わりましたら、事務局において採点表を回収、集計の後、結果を発表させてい

ただきますので、委員さん方におかれましては、採点結果について意見交換をお願いいた

します。 

 意見交換の結果、１回目の採点結果で委員さん方のご意見がまとまりましたら、その１

回目の採点結果をもって、部会として応募者の順位を決定していただきたいと存じます。 
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 また、再度の採点が必要となりましたら、２回目の採点を行っていただきます。 

 次に、採点表資料の４と審査項目一覧資料の５をごらんください。恐れ入ります。お手

元の資料でございます。前回の部会において委員さんにいただいたご意見などをもとに、

一部ですが修正したもので、事前にご報告させていただいたとおりでございます。 

 また、本日使用する採点表は机にご用意しているものをご使用ください。 

 続きまして、具体的な採点についてですが、採点表の一番下の欄、「管理経費の縮減の（２）

「管理経費の低廉化」の採点方法について、審査項目一覧表の２ページ目の一番下に記載

がございますが、最低提案価格を当該者の提案価格で割ったものに配点値である１０点を

掛けて点数化することとされております。 

 指定管理者委託料の５年間の合計額を用いることとし、また、算出値は四捨五入して整

数にしたいと考えております。 

 この「提案価格」につきましては、先日の事前説明時にご説明しておりませんことをお

わび申し上げますとともに、ご承知くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいまの採点部分で事務局から提案がありましたが、これについては事務

局案でよろしいでしょうか。 

○委員  今、最後にご説明なさった「管理経費の低廉化」の採点の点数の方法を、もう 

一回ご説明いただきますでしょうか。 

○事務局  採点表の一番下の欄をお願いします。 

○委員  一番下ですね。 

○事務局  管理経費の縮減というのがございますが、この（２）「管理経費の低廉化」の

というものがございまして、この方法についてですが、最低提案価格を当該者の提案価格

で割ったものに配点値である１０点を掛けて点数化することと書いてございます。 

○委員  そうすると、数字としては、満点は１０点じゃないということなんですか。 

○事務局  いえ１０点でございます。一番安い値を出したところが１０点になります。 

○委員  もうここはすべての委員に共通するので、点数発表していただいたほうが望ま

しいのではないでしょうか。 

○事務局  よろしいですか。 

○委員  委員によって、この点数は変わりませんので。 

 

（異議なし） 

 

○事務局  点数のほうを発表させていただきます。 

 高洲・真砂コミュニティセンターに係る「管理経費の低廉化」の点数でございますが、

お配りした資料をごらんいただきたいと思います。 

 「指定管理者委託料」の額は、提案書様式の３３号に記載してございましたが、「東京美

装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」は３億２,０６８万７,０００円でございまし

た。「（株）千葉マリンスタジアム」の指定管理委託料は３億７,４０１万７,０００円でご

ざいました。 

 この場合、「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」の指定管理委託料が最低
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提案額となります。計算式に当てはめますと、提案額３億２,０６８万７,０００円を同額

で割ったものに１０点を掛けますので、「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」

の点数は１０点となります。 

 お手数ですが、お手元の採点表の一番下の項目、「管理経費の縮減」の（２）「管理経費

の低廉化」の「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」の欄に１０点と点数を

書き入れていただけますでしょうか。 

 続きまして、「（株）千葉マリンスタジアム」ですが、「東京美装興業・ちば地域再生リサ

ーチ共同事業体」の提案額が３億２,０６８万７,０００円でございました。対しまして、

「（株）千葉マリンスタジアム」提案額が３億７,４０１万７,０００円でございますので、

割ったものに１０点を掛けます。そうしますと８.５７４点となります。小数点以下を四捨

五入して整数にいたしますので、点数は９点となります。 

 こちらもお手数ですが、「（株）千葉マリンスタジアム」の「管理経費の低廉化」の欄に

９点と点数を書き入れていただけますでしょうか。 

 点数については以上でございます。ありがとうございました。 

○部会長  ただいまの説明について、何かご質問ありますか。 

「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」の点数についてなんですが、様式

３３号によりますと、二つの管理施設の合計で一応、記載されているんで、できるならば、

それを個々に分けていただいたほうが、指定管理者選定委員会としては、大別しやすいと、

そういうような考え方を持っております。 

○事務局  そうすると、その部分の提案書を改めて、後日出していただくということで

しょうか。 

○部会長  そうですね。はい。 

○事務局  わかりました。それではヒアリング終了後に依頼いたします。 

○委員  一点質問よろしいでしょうか。 

○部会長  はい、どうぞ。 

○委員  事前に評価したものというのは、これはどうなるんでしょうか。書類を審査し

た点数については。 

○事務局  部会のほうで点数化するということで決定をされておりますので、今、発表

いたしました点数でお願いをしたいと思います。１０点、９点ということなので、よろし

くお願いいたします。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは応募団体のヒアリングに入ります。 

 初めに「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」さんをお呼びください。 

 

（東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体 入室） 

 

○部会長  どうぞ、お座りください。 

 ｢東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体｣さんですね。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  はい。 

○部会長  それでは、これからヒアリングを行います。 
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 １０分間で出席者の自己紹介と提案骨子の他、特に工夫された点などを説明してくださ

い。 

 なお、説明が終わりましたら、私どもから質問させていただきます。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  始めさせていただきます。 

 私ども「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」でございます。メンバーの

構成といたしましては、ちば地域再生リサーチのほうからスズキが参画をしてます。また、

弊社側のほうといたしましては、事業企画部、今回ご提案に当たっては、いろいろと企画

のほうをさせていただきました。事業企画からミズタニが参加してます。また、地域のほ

うの代表といたしましては千葉支店のほうからイシダが参加しています。また私ども営業

部が今回、主で提案をさせていただいたんですけれども、営業部のほうからはフナヤ、あ

と私トリヤマが参加させていただいております。 

 今回のご提案に当たりましては、私どもちば地域再生リサーチ様と共同で提案をさせて

いただいたんですけれども、当然、ちば地域再生リサーチ様の地域での活動経験のほうを

生かさせていただきまして、そちらのほうの強みを生かした、このご提案と、私ども東京

美装、ビルメンテナンス業界５３基、今実績のほうございますけれども、そちらのほうで

培ったノウハウ及び経営基盤の強いところを生かしまして、今回ご提案をさせていただき

ました。自己紹介のほうは以上とさせていただきます。 

 では、提案書のほうを今回特にというところからご説明させていただきます。 

 まず冒頭の１ページ目からなるんですけれども、こちらのほうに公の施設指定管理者制

度の理解といったところからだと思いますけれども、私たちが今回ご提案させていただく

に当たって、まずは基本の考え方としては、最初にありますように、公の施設の役割は市

民が使用する社会公共サービスの提供にあります。この社会公共サービスは市民のための

サービスです。市民の目線に立ち、必要なサービスを提供することにより、より市民に近

い市民団体の活動経験をもって、市民団体が公の施設の管理にかかわることが必要と考え

ますと。 

 ということで、こちらの考えの中には、今回一緒に考えるのに賛同していただきました、

ちば地域再生リサーチさんの考え方が十分入っているかなと思います。こちらをサービス

の提供の持続性といった部分で考えさせていただきますと、私たちのような株式会社がこ

ちらの事業に参加することによって、事業性の部分で考えた上でも、継続的に安定的なサ

ービスができるというふうに考えております。この中で、市民に近い団体と事業を支える

団体とが共同で管理運用を行っていくことが一番よろしいんじゃないかといったところの

考えを冒頭に持ってきております。 

 次に考え方の中で、３ページ目にございます。私どもの今回の指定管理者としての立ち

位置というところなんですけれども、真ん中に指定管理者という円がございますが、こち

らはコミュニティ活動者、地域のコミュニティ活動者と市との間に立つというか、中間的

な役割を担いまして、ご相談、交流、要望などの情報を市に報告させていただきまして、

それに基づく対策だとか、補助、取り組みなどの情報発信を行っていこうと考えておりま

す。 

 ４ページ目見ていただきたいんですけれども、こちら、私どもの千葉県における実績の

ほうを簡単に述べさせていただいております。こちらに千葉県庁とか、千葉県地域整備セ
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ンター等がございます。こちらに関しては、今回同席してますイシダのほうの担当として

のものを挙げさせていただいております。 

 また、指定管理者においては５カ所を今現在見させていただいております。岩見沢市北

村環境改善センター、埻玉県東松山斎場、鹿角体育施設、北見市民温水プール、東陵運動

公園等ございます。こちらの右の５ページ目に岩見沢市環境改善センターということで、

ご紹介させていただいておるんですけれども、こちらに関しては、自主事業のところを特

に見ていただきたいんですけれども、事業計画の中ではスポーツトレーニング教室だとか、

農作物講習とかというのを予定しておるんですけれども、特に岩見沢という土地柄が、お

米のまちでありまして、農業体験等、そういったものの勉強会を行ったり、あと雪が深い

まちでございますので、そちらのほう、当社の強みであるところになるんですけれども、

当社、スキー部が有名といったらなんですけれども、一応、オリンピックの選手であった

りとか、ワールドカップの選手のほうに搬出しておりますので、そちらの人間がオフシー

ズンに行かせていただきまして、地域の皆さん、子供たちの体験、スポーツの基礎トレー

ニング教室だとか、また冬場にはスキー教室だとかというものを開かせていただいており

ます。 

 次に１０ページ目まで飛ばさせていただきます。市民の平等な利用の確保、施設の適正

な管理についてというところで、リスク管理の考え方というところがございます。こちら

に関しては、特に私どもは力を入れさせていただきたいと考えております。 

 市のほうで想定されていますリスクの想定に対して、私ども当然そちらのほうを十分理

解した上で、リスクのほうを想定させていただくんですけれども、さらに弊社には、リス

クを算定する専門部署がございますので、そちらのほうと受注の暁には調査をさせていた

だいて、事細かにリスクの分析をさせていただきまして、対応策のほうを立てさせていた

だこうと思ってます。それに伴って、賠償のほうも考えていこうと思っております。 

 次に１７ページになります。１７ページに利益等の還元の方針ということを書かさせて

いただいております。弊社、株式会社でございます。ですので事業の継続性を考えた上で、

赤字といった部分に関しては特に考えておりません。その中で、まず市への還元、収益算

定については、私どもがあらかじめ市と協議した上で出した見積金額に対して、実際の利

用料金の収入、自主事業による収入のほうの引き算と差し引きによって、差額が出た分に

関しては、社会貢献金という金額設定をさせていただきまして、本施設の備品購入であっ

たり、施設保全、コミュニティ活動のほうに使わせていただこうと思っております。です

ので、今回、計算書にも出させていただいたとおり、今回利用料金収入に関しては９０％

高い額を設定をさせていただいているんですけれども、こちらに関しても、ある程度事業

性が担保できるという判断のもと、やらせていただきました。では、説明させていただき

ます。 

 次に２７ページになります。施設の効用の発揮、施設管理能力というところなんですけ

れども、弊社とちば地域再生リサーチさんにおいては、管理マネジメントの分野において

は、東京美装が頭のほうについてはおるんですけれども、共同運営という形で、お互いの

強みを生かさせていただいた経営と運営に当たらせていただこうと思ってます。また、支

援と体制としては、千葉支店、また千葉大学のほうを支援をいただこうと思っております。 

 最後に３０ページにございます、自主事業の効果的な実施ということで、オリジナリテ



 

 ―８― 

ィといったところもあるかと思うんですけれども、今回計画させていただいているところ

は、プライドオブ美浜を創出する市民参加型事業というものを計画させていただいており

ます。こちらは、お住みになられている方々の、地元を愛するという気持ちを高めようと

いう活動でございます。中で計画させていただいているのはフリーペーパーの発行であっ

たりとか、季節ごとのデコレーションコンテストのほうを計画させていただいております。 

 こういった形で、私どものところの事業の継続性を考えた上で、さらに地域参画型のイ

ベント等を企画させていただきまして、今回、運営に当たらせていただきたいと思ってお

ります。駆け足になりましたが、ご説明のほうを終わらせていただきます。 

○部会長  ありがとうございました。それでは委員の皆様からご質問がございましたら、

お願いいたします。 

 私から、今回共同事業体というような形での指定管理者への立候補なんですけれども、

この共同体、東京美装興業と、それから、ちば地域再生リサーチ共同事業体で、共同でや

ることに関しては、どのようなメリットがありますか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  お答えさせていただきます。 

 弊社の実績の中で、ビルメンテナンスといったところで、施設管理運営に関しては実績

がございます。その中で、ある程度、自信はございましたけれども、今回地域に根ざすと

いったところを考えさせていただいたときに、どうしても、やはり地域、住民活動をやら

れているところと手を結ばないと、より堀り込んだ運営ができないというふうに判断しま

した。その中で、私ども、今回、基盤が千葉支店のほうにありまして、そちらのほう、取

締役が支店長におるんですけれども、その者とよく話した結果、やはり私ども企業として、

企業力が出せる視点もありますし、それまたプラス、今回地域再生リサーチ様のほうとよ

く話した中で、賛同いただいたといったところで、お互いの強みを生かしていきましょう

ということで一緒にさせていただきました。 

○部会長  わかりました。 

 はい、どうぞ。 

○委員  その点に関して、ちば地域再生リサーチさんでは、千葉市ではどういうような

活動をされていますか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  はい。私どもの拠点は海浜ニュー

タウンの高洲、高浜地区に４カ所拠点を持っておりまして、大きく四つの活動をしており

ます。一つ目が高齢者の支援でして、買い物支援をやっております。二つ目の住まいの支

援は、特にＤＩＹ、デューイットユアセルフを中心としたリフォームをやっております。

三つ目がコミュニティの支援ですけれども、団地学校という、住民が住民を教えるような

学校を開いておりまして、現在２３講座を開いて、千葉大学の先生方と一緒にそういう活

動をしております。それで四つ目ですけれども、アート・コミュニティ美浜という、住民

のアーティストが制作活動する場所を運営しておりまして、現在１１人の地元のこの周辺

に住んでいる住民たちが活動する場所を提供しております。そういう四つの事業に対しま

して、さまざまなイベント活動をしまして、地域の方々への情報提供ですとか、あるいは

コミュニティの支援ということを計画して行っております。現在７年続いておりまして、

専従が３名のスタッフ、非常勤、パートが７名ということで、計画して活動しているとい

う状況でございます。 
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○委員  その点についてなんですが、端的に言うと、この海浜ニュータウンの地区で地

域性に根ざしたイベント企画を手がけているというふうに理解していいですか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  はい。イベントは一部でございま

すが、そういう活動の一環としてイベントを考えてやっているというものです。 

○委員  それに関して、だから東京美装さんと、もしコミュニティセンターの仕事を引

き受けるに当たっては、プライドオブ美浜というような自主事業を考えていらっしゃいま

すよね。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  はい。 

○委員  それについて、今の活動とはどういうふうに違ってきますか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  それはちば地域再生リサーチの活

動の一環ではありますが、より市民が愛するという形の、市民が自分たちのまちを愛する

ということを一番大きなテーマに掲げて、それがやはりコミュニティセンターとしての事

業としてもふさわしいんじゃないかということで、提案させていただいております。ちば

地域再生リサーチのほうは、まだそこまでいっておりませんで、地域課題を解決するとい

うことがミッションでありまして、そういう地域の中の総合的な文化づくりですとか、地

域を愛するという心をはぐくむようなものが美浜区の運営として適切ではないかというふ

うに考えております。 

○委員  そのときに美浜区の地域性というのは、どういうふうにとらえていますか。美

浜区が地域として抱えている問題。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  ７０年代初頭にベットタウンとし

てできてきたまちでございますので、住むところと食べるところということがメーン、あ

るいは消費の場としてできてきたところでございまして、私のどもが７年間の活動の中で、

若干文化づくりというか、地域を愛する心が尐ないんじゃないかというふうに考えており

ます。ですので、そういう地域の特性に対して、やはり盛り上げる必要があるというふう

に考えております。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  はい、どうぞ。 

○委員  東京美装興業さんとちば地域再生リサーチさんと共同でこれまで事業をもらっ

たという実績はあるんでしょうか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  今回初めてとなります。 

○委員  はい。両者のおつき合いというのは今回が初めてということでなりましょうか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  今回ご提案させていただく前に、

私どもも指定管理者という部分の提案においては、この業界においては後発であったとい

うのがあります。その中で、私どもＮＰＯと地域の根づいた活動をされている方というこ

とで、千葉市以外にも横浜とか、そういったところのいろんなところに出向かせていただ

きまして、お話をいろいろと聞いて、今回たまたまちば地域再生リサーチさんのところに

もお邪魔させていただいて話を聞いていた中で、私どもと方向性が一緒じゃないかといっ

たところがありまして、今回は本当にたまたまタイミングがよく、一緒に会えまして、ご

提案をさせていただいたというような形になります。 

○委員  同じようなＮＰＯ団体と事業されているということは、よくあることなんです
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か。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  北海道とか、今回、指定管理者と

いうか、実績５件を挙げさせていただいたんですけれども、私どもは全国に支店等は関係

会社含めて点在しておりまして、その中の活動としては、いろんなところとおつき合いは

ございます。 

○部会長  提案様式第１９号、２７ページなんですけれども、この議題の機関のところ

に千葉大学とありますけれども、内容としては、自主事業サポート、千葉大学に関連する

教員、学生からの支援、これは具体的にはどんな内容ですか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  私のほうから答えさせていただき

ます。自主事業ですので、３０ページの提案の中に、かなり要素が網羅されておりますが、

例えばデコレーションコンテストの場合ですと、かなり千葉大学は美術系の先生方の審査

ですとか、あるいは実行委員としての役割というのが大きいと思いまして、そういった形

で入っていただこうと思っています。実際にちば地域再生リサーチで行っていますアート

に関するイベントではかなり美術系の先生方か、あるいはデザイン系の先生方からのご助

言ですとか、ご支援をいただいております。そういったものを尐し発展できればというふ

うに考えております。 

○部会長  はい。どうぞ。 

○委員  今度は運営懇談会という組織が設けられますよね。それで、それの認識といい

ますか、それとの関係は、どのようにお考えなのか。それともう一つ、同じ様式の１９号

の（３）施設の効用の発揮、施設管理能力というところの連携というところがありますね。

そこの中に運営懇談会というのは、どういう位置づけで入るのでしょうか。ここには運営

懇談会という言葉がないようですけれども、まず、運営懇談会の位置づけと考え方につい

て、まずお聞きしたいと思いますが。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  ご回答させていただきます。地域

における運営委員会の方々とのふれあいというか、そういった部分の運営に関しては、現

在、マリンさんのほうで行われたかと思うんですけれども、そういった部分に関しても、

私どもでお答えをさせていただくという答え方はあれかと思うんですけれども、一緒にや

らさせていただくという方向で考えております。また、今回連携という部分で、こういっ

た表現の仕方をさせていただいておるんですけれども、私どもも当然地域に根づいた活動

をさせていただきたいといったところの中でお話をさせていただいておるんですけれども、

なかなか至らない点であったりとか、いろんな部分で、やはり情報をいただいたり、ご助

言いただいたりとかするのもこの場だと思っておりますので、こちらに関しては、私ども

は館長を初め、そういった活動のほうに参加させていただき、並びに運営補助というふう

な形ができればと思っております。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  若干補足させていただきたいと思

いますが、運営懇談会につきましては、管理基準のほうに条件として入っておりましたも

んですから、ここでは私どもが提案できるという形で含ませていただきます。同様に、美

浜区の地域振興課さんも当然連携して一緒に進めさせていただきたいと思います。ここに

書いてある連携の市民参加運用主体事業所の会というのが、なぜこういうふうに書かせて

いただいておりますかといいますと、ちば地域再生リサーチのほうには、さまざまな、例
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えば、はまゆうの会の方ですとか、地区連の方との連携がありまして、やはり通り一遍の

管理会社が入るよりは、ちば地域再生リサーチさんのような地域に密着する者が入ってい

ただいたほうがいいコミュニティセンターの管理運営になるんじゃないかというふうに言

われまして、こういった形で連携という形でかかわらせていただいている次第でございま

す。 

○委員  運営懇談会という組織に対する認識といいますか、位置づけはどのようにお考

えなんでしょうか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  基準に書かれてますとおり、この

コミュニティセンターの事業につきまして、運営懇談会が議論して決めるというふうに伺

っております。 

○委員  私ちょっと御社から提出された資料を見まして、この連携のところに運営委員

ＯＢ会が入ってて、現在これから活動するであろう運営懇談会というのが入ってないとい

うところが、ちょっと疑問なんです。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  それにつきましては訂正させてい

ただきました。これは実は私どもは５年前にも提案をさせていただいておりまして、その

ときの資料をそのままコピーしてしまいましたもんですから、そのときは運営委員のＯＢ

会というのがございまして、それをそのまま載せてしまっています。ここは訂正させてい

ただければと思います。 

○委員  いいですか。 

○部会長  はい、どうぞ。 

○委員  今、委員からの質問を私事前に質問書を書かせていただきました。この文書を

見ていると、位置づけというのは載っていないんですよね。そういう立場というもの。ど

ういう形というのを。これには掲載されていません。それのお答えと、それから一番初め

に出した東京美装とリサーチの関係ということは、私なぜ申し上げたかというと、コミュ

ニティセンターの所長なる方が、要するにいろんな皆さんのあそこの席を外して、会合と

かいろんな出かけるのも多いんです。そうすると、万が一ね、東京の本社まで行かなきゃ

いけないとなると、あける時間が多い。その間を対応をどうするかというような形で書い

てあると。それに対してあんまり私の思っている回答ではなかったような気がします。そ

れの答えをお願いします。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  ご質問にありました、私どもの役

割の中で、東京に本社がございますといった中での話なんですけれども、そちらに関しま

しては、弊社、千葉支店というのがございまして、実際、今回営業の段階では、私ども本

社が主導という形でやらせていただいたんですけれども、管理・運営に関して、またサポ

ートに関しては、千葉支店のほうで行うことになっております。そちらは千葉支店、今１

８名ぐらいおりまして、その中でトップが取締役ということもありますので、素早い判断

もできますし、そういったところでは問題なく連携を取れるかなと思っております。 

○委員  そちらのほうのということでよろしいんですね。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  はい。 

○委員  もう一つはどうか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  一つのほうは何ですか。 
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○委員  現行の段階、位置づけというふうな委員からの質問に対しては。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  ご質問の回答の中では、私どもや

はりちょっと意味を深く理解していなかった上でのご回答になってしまったかと思うんで

すけれども、ご返答させていただいたのは、滞りなく、運営のほうに参加させていただき

ますというような書き方しかしていなかったかなと思われます。今回、お話いただきまし

たように、ご訂正させていただく中で、しっかりさせていただきます。 

○委員  コミュニティセンターの主たる利用者層、頻度の多い利用者層はどの辺あたり

からなるのかということですが。年代とか特性とか。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  今回、現地見学会等を含めて、お

邪魔させていただいて、歩かせていただいた中で、ベットタウンといった言い方は失礼か

どうかわからないんですけれども、そういったところが感じられました。その中でやはり

昼間の時間帯、日中の時間帯を含めて、活動される方々がやはり一番多いのが主婦層であ

ったりとか、そういった部分を想定しておりました。また、貸部屋の無料貸し出しをやっ

ていたときには、老人の方々の利用というのも、私ども受け付けのところを見させていた

だいて、状況のほうを確認させていただいた中で、やはりこれからなるべくふやしていき

たいところではあるとは思ってます。ただ、やはり日中の時間帯というのが利用率が高く

なっているというのはありますので、そちらに関しては、やはり新しい利用者層というの

を開拓に努めさせていただこうと思っております。 

○委員  組織の運営に関していうと運営委員会と運営協議会などをつくって、団体の声

を反映させようという形があると思うんですけど、それは活動頻度が多くて、今おっしゃ

られた高齢者の方とか主婦層ですよね。それ以外の利用者層もいるじゃないですか。そう

いう人たちの声をどうやって反映させるような仕組みを考えていますか。例えば、子育て

世代とかありますよね。未就学児を取り扱っている若いお母さん世代とか、あとは夜間の

利用者とか、そういう人たちも考えているのであれば自主事業というのも、そこに結びつ

いてきてもいいのかなと思うんですけど、何かそこがぼんやりしていてよくわからないで

すよね。この説明だと。もうちょっと突っ込んだ説明が欲しいんですけど。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  私ども、案という形でいろいろと

書かせていただいた部分の中には、子育て支援といったところの中で、ちょっとした時間

帯、子供たちが気軽に立ち寄れる場という形で、読み聞かせ会の開催を考えておりますと

いうようなところをすごく、さらっと書いてしまったといったところはあるかと思うんで

すけれども、私ども実際現地のほうを見させていただいた中で、キッズルームにおきまし

ては、やはり子供たちが寄りやすいという場所で、実は正直に話させていただきますと、

何か立ち寄りにくそうな雰囲気を感じました。その中で、私どもがどうにかこういった部

分でお手伝いをさせていただいて、立ち寄れる場所、安全な場所というところをアピール

させていただいて、そちらのほうを伸ばさせていただきたいと思っております。また、高

齢者の方々につきましても、簡単にさらっと書いてしまったんですけれども、個人情報等

の問題もございますので、なかなか難しいところはあるんですけれども、お誕生会とか、

そういったところで使っていただけるようにアピールをさせていただくということを考え

ております。 

 また、ビジネスマン、サラリーマン層、学生層に関しては、やはりそういった部分で広
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く使っていただこうというアピールの場が必要になってくると思いますので、積極的にい

ろんなその今、実際、ちば地域再生リサーチさんのほうで関与させていただいている部分

とか、そういったところに貼らさせていただいて、広く普及させていただこうと考えてお

ります。 

○部会長  ほかによろしいでしょうか。よろしければ、これで時間となりましたので、

これで終わらせていただきます。 

 それでは、「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」さんのヒアリングを終了

します。 

 ありがとうございました。 

○東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体  ありがとうございました。失礼い

たします。 

  

（東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体 退席） 

 

○部会長  それでは委員の皆さんは、今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いします。

５分間。 

（採点） 

 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 それでは次に、「（株）千葉マリンスタジアム」のヒアリングを行います。 

 「（株）千葉マリンスタジアム」をお呼びください。 

 

（（株）千葉マリンスタジアム 入室） 

 

○部会長  「（株）千葉マリンスタジアム」さんですね。 

 それでは、これからヒアリングを行います。まず、１０分間で出席者の自己紹介と提案

骨子のほか、特に工夫された点などを説明してください。 

 説明が終わりましたら、私どもから質問させていただきます。それではどうぞ。 

○（株）千葉マリンスタジアム  はい。美浜区高洲・真砂コミュニティセンターの指定

管理者応募に際しまして、このような時間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。 

 それでは本日の出席者を紹介いたします。まず、私は「（株）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。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、「（株）千葉マリンスタジアム」の本部長のシバイリでございます。 

 総務経理課長のアサカでございます。 

 それから主任のスガモトでございます。最後に主任のタカヌキでございます。 

 よろしくお願いします。座って説明させていただきます。 

○委員  説明する際にはページで言うのではなくて、様式で。様式第何号を頭につけ足

して説明してください。 

○（株）千葉マリンスタジアム  わかりました。それでは私から今回の提案内容の基本



 

 ―１４― 

的な考え方についてご説明させていただきます。 

 まず、提案書様式第１号、１ページをお願いいたします。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行目にコミュニティセンターの設置目的である地域コミュニ

ティにおける活動と連帯感、醸成の場を踏まえ、市の指針に則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おいて運営を行います。この考え方につきましては、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、中立の立場において、設置目的の実現のため、コスト軽減を図

りながら、日々の生活スタイルや考え方、変化に応じ、利用者に役立つ管理のあり方を常

に検討し、運営いたします。 

 続きまして、提案書様式第１号、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、市民が主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す。楽しむ、学ぶ、想像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ま

す。 

 続きまして提案書様式第２号、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。できるだけ、多くの市民が参加できる

機会を提供しなきゃならないと私どもは考えております。そこで真ん中の絵の下の３点目

でございますが、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主催し、市

民の交流機会を創出するとともに、ほかの施設とも連携し、にぎわいづくりを貢献いたし

ます。 

 ２番目が身近にふ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。 

 最後に３点目でございますが、広く網羅した情報ネットワークの窓口ということで、個

人、団体の活動情報や周辺施設の情報などを初め、当事者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の情報など、幅広い分野に対応

する情報窓口として機能いたします。 

 提案書様式第３号、５ページでお願いいたします。現在の業務実績についてでございま

すが、まず初めに「（株）千葉マリンスタジアム」の施設管理でございます。 

 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、千葉ロッテマリーンズととも

に、プロ野球の開催に関する業務全般を行い、またその一方で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のシンボルとして文

化振興やスポーツ振興の拠点としての機能を十分に果たしてきました。 

 現在は千葉マリンスタジアムの指定管理者のもとにおいて、施設全般、管理業務の全般、

受諾し新たな体制で業務を行っております。 

 それからもう一つ、２点目は京葉銀行文化プラザの指定管理者でございます。平成２０
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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、会議室、宴会場、レストラン、飲食事業を初め、音楽

ホール、音楽ホールは３階、４階でございます。スパ＆フィットネス、８階、９階、１０

階でございますが、管理運営を直営で行いまして、市民サービスの向上に努めておるとこ

ろでございます。 

 提案書様式第３号の６ページをお願いいたします。コミュニティセンター市内５施設、

１分室の指定管理者でございます。平成１８年４月から現在まで、指定管理者として市民

のいこいの場があり、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、自主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おります。 

 今後も経験と実績を十分に活用し、日々業務の改善を心がけ、管理能力をさらに向上さ

せます。 

 そして、やはり何よりも市内のコミュニティセンターが長年にわたり、市民に愛され、

市民のための施設となるよう、最大限努力をしてまいりたいと思っております。 

 続きまして、提案書様式第１２号、２３ページをお願いいたします。 

 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。利便性の向上とステータスアップということで、２行目からでございますが、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、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考えておりま

す。 

 事業計画を超える大幅な利益が発生した場合は、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、壁による修繕で、常に清潔感があり、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事者の費用で行うこ

とにより、利用者の利便性の向上、千葉市の財政負担の軽減を図ってまいりたいと思いま

す。 

 最後に提案書様式第３３号、５９ページをお願いいたします。 

 高洲コミュニティセンターの総括表でございます。５３ページに管理運営提起の考え方、

５６ページに諸施設使用料等の積算根拠等を記入しておりますが、あくまでも歳入歳出の

ほう、平成２１年度の実績ベースをもとにいたしまして算出いたしたところでございます。 

 それから提案書様式第３３号の７０ページでございますが、こちらは真砂コミュニティ

センターの総括表でございます。 

 真砂コミュニティセンターの総括表につきましても、５４ページから５７、５８ページ

に積算根拠を示してございます。 

 同じく、平成２１年度の実績をベースに算出いたしたところでございます。両コミュニ

ティセンターとも、人件費、管理費については、今後の５年間伸び率を抑えたところでご

ざいます。 

 以上で私からは提案内容の基本的な事項について説明をさせていただきました。よろし

くお願いいたします。 

○部会長  ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご質問がございました

ら、お願いいたします。どうぞ。 
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○委員  まず、何点か質問あるんですが、まず伺いたいのは美浜区の、これまでも先ほ

ど資料で紹介がありましたけれども、実績があると。美浜区が抱えている地域の問題に対

して、どういうふうな形で取り組まれてきたのか、その点について、実績を踏まえながら

説明してください。 

○（株）千葉マリンスタジアム  高洲コミュニティセンターと真砂コミュニティセンタ

ーですね。こちらはもう都市部、一応千葉市の中でも団地群が多い施設でございまして、

ただその中で尐子高齢化が格段に進んでいる地区でございます。その中で、特に高洲コミ

ュニティセンター、これは昔から文化的な要素を含んだ方たちが多くお住まいでございま

して、いろいろな活動を自主的になさってきた地区でございます。そこに入って、平成１

８年から千葉市から受け継いだ形で、私どもはさせていただいたんですが、まず地元自治

会、それから各サークルと、そういうところの融和を図ることが一番最初の課題でござい

ました。その中でコミュニティまつりですとか、私ども自主事業、そういったものを含め

て、一緒になって５年間、活動させていただいたことがあります。 

○委員  だから主たる利用者は、だから子育て世代と、まあ学校上がるぐらいか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  どちらかというと高齢者のほうが多く。小学校とか、

中学校、至近にございますので、そちらの活動もということで、映画会ですとかを併設し

たり、特に真砂ですと、図書室を夜９時まで開館するとか、そういう努力を私どもしてお

ります。 

○委員  もう実績のあるところなので、クレームとかも幾つかあったと思うんですが、

そのときにはどういう対応を図ってきましたか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  この地区では大きなクレームというのはございません

が、必ず説明責任を果たすようにして、お客様の声を聞くことをまず徹底してやっており

ます。 

○委員  なるほど。高齢者の人たちが主たる利用者とすれば、もう利用するサークルと

かというのは、もうほぼ顔見知りに近いですね。 

○（株）千葉マリンスタジアム  そうですね。 

○委員  そういうようなところで、どういう問題があったのかなと思って。 

○（株）千葉マリンスタジアム  実際に、ちょっとタカヌキのほうから。 

○（株）千葉マリンスタジアム  真砂のコミュニティセンターのほうでは、高齢者が多

いということで、今までは、朝の諸室の予約方法ですね。予約に関しては受付順で朝並ん

だ順番で、順番を決めて諸室のほうを予約となります。そうしますと、好きな、とりたい

お部屋をとるためには、朝早く並ばなくてはいけない。高齢者にとってみれば、冬の時期

はかなり寒くてきついものがある。自動ドアを早目に開けていただいて、中で待つことが

できないでしょうかという指摘が幾つもあります。 

 そこで真砂コミュニティセンターとしましては、建物を管理しているのは、まちづくり

公社、千葉県ですね。私たちが管理しているのは、３階、４階の部分であります。そこで、

まちづくり公社さんに相談して、早目に高齢者が多くて、冬の時期は大変ですので、早く

開けてもらうことはできませんかという要望もしたこともあるんですが、なかなか建物を

管理しているまちづくり公社と、三、四階を管理している（株）千葉マリンスタジアムの、

なかなか難しい部分がありまして、現状は８時１５分に自動ドアをオープンして、皆さん、
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お部屋をとっていただいてます。ただその次年ですね。２３年度、また私どものほうで管

理させていただくということになりましたら、今後は予約の方法は抽選ということになり

ますので、そういうクレームは解消されるかなと。逆に今度は抽選ということで、またク

レームの対象になりますので、それは来年、こちらマリンスタジアムがまた継続していた

だけるようでしたらば、ちゃんとサークルの代表者を集めまして、皆さんにきちんと説明

をして、ご理解をいただこうと思います。 

○委員  まだ続くんですけど、もう実績もあって、地域の特性もわかっていると。とな

ると、今度新しく自主事業を実施していきますよね。御社の提案だと、自主事業単体で見

ると赤字なんですよ。 

○（株）千葉マリンスタジアム  はい。 

○委員  この経費の見積もりの仕方についてどのようにお考えですか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  自主事業として、赤字になってしまうんですけれども、

それは地域に貢献したいと。地域の住民の方に貢献するための費用ということで赤字とな

っております。自主事業といいまして、プラスの、本来ならば会社としてはプラスという

収支を目標に自主事業を行うべきなんでしょうけれども、やはり地域、皆さんになるべく

貢献したいと、還元したいという考えでマイナスという数字になってしまいました。 

○委員  そうですか。指定管理者といったら、収入と支出の関係で見ていくと、全体的

にですよ。自主事業を含めて、全体的に見ていくと、自主事業だけ突出している感がある

んですけれども、もう一回全体で見直したときに、管理経費の立て方とかが積算のコスト

が高いんじゃないかというような印象を受けたんですけど、その辺、一段と企業努力とか

できる余地はないのかというふうに思うんですが、その点についてはどう思われますか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  まず高洲コミュニティセンターに関しましては、管理

経費で、施設管理という部門がございます。それについて、今まで５年間にやらせていた

だいた一番最低ラインで見積もりを何社もとった上での積算でございます。で、真砂に関

しても、管理経費がございません。人件費のみに近いものがございます。当社はですね。

先ほど委員からご指摘の自主事業なんでございますが、私どもコミュニティセンターとい

うのは、カルチャー教室ではないと思っております。いわゆる、そのカルチャー教室によ

って収入を得て、その収入で運営していくのではなくて、地域の皆様が自由にお使いいた

だく。それから逆に私どものやった文化事業、カルチャー教室、自主事業、これはあえて

地域の皆様に還元したいというのが、事業そのものを地域の方々に本来こう私どもがやり

ましたけど、行く行く１年目、２年目となって、先生方が安定してくれば、その人たち、

事業に参加している方たちが、それを運営していただきたいというような、地域還元もそ

うですが、いわゆる収入の糧としてのカルチャー教室とか、自主事業を行わないというよ

うな視点で、今この提案をつくってございます。 

○委員  マリンスタジアムならではのイベントとかというのは、個別に何とか教室とか

いうのは、考えてはいないんですか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  野球教室とかいう。 

○委員  そんな感じ。そこまではいかないかもしれませんけど、いろいろなバリエーシ

ョンが考えられると思うんですよ。高齢者向けのものとか、若いお母さん向けのものとか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  実体としまして、私ども京葉銀行文化プラザというの
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が、今運営おりまして、上にスポーツクラブ、ヨガですとか、子供体操ですとか、そうい

ったものができるものがございます。今回のほかのコミュニティでは提案していることが

ございます。ここに関しては運動施設がない施設でございますので、小さなところでヨガ

とか、そういうものは行く行くはできるかなと思っておりますけど。 

○委員  管理経費の中で、その所長は正社員で、様式１８号の３５ページですか。所長

が正社員という形になっているんですが、それはマリンスタジアムさんの正社員で、こち

らに派遣されるという形をとっているんですか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  はい。そうでございます。 

○委員  ここだけを独自で雇うというような形ではないんですか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  現況はそうでございますね。今マリンスタジアムの正

社員という形をとっております。 

○委員  となるとマリンスタジアムの給与規程に基づいて積算している金額だというこ

となんですね。 

○（株）千葉マリンスタジアム  そうです。 

○委員  わかりました。 

○部会長  私から。先ほど言われた京葉銀行文化プラザですね。これは当初の損益で、

非常にマイナスになっているんですが、これがその御社の業績が足を引っ張るというよう

な危険性はないですか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  現況で、平成２０年から京葉銀行文化プラザの指定管

理者としてさせていただいたんですが、まず初期費用がかかってしまいますと、約マイナ

ス２億円です。昨年度はリーマンショック等がありまして、それからもう一つ、特に近隣

に大きなスポーツ施設ができたものですから、先ほど申しました８、９、１０階を行って

いるスポーツクラブ的なところも収益のマイナスがございました。今年度はほぼ収支とん

とん、まだ若干マイナスになろうかと思いますが、そのレベルまで３年間かかって安定し

た経営されているところでございます。ちょっとこの今期、まだ最終は終わっていません

けれども、何が起こるかわかりませんが昨年のようなことはないと思います。 

○委員  様式１８になりますが、そこの御社の事案ですと３４ページ、今度受け付け方

法が大幅に変わります。それで、今まで、先ほどご説明あったとおり、今までは受付順と

いうことでしたけれども、今度は大幅に予約方法が変わると。それで、現在、御社から申

請されている方がそれぞれ２名ずつということになっておりますが、これはその人数で足

りるのかどうか。想定される問題はないのかどうか。その辺をちょっとお伺いしたいと思

います。例えば受け付けをやってたときに電話も考えている。ウェブも考えているという

ことになりますと、人数的にはちょっとこれでは尐ないのかなと。それと今度は代金が発

生いたしますね。使用料が。すると今までない業務が大きくかかわってくると思うんです

が、それに対して事務の方がお二人で対応をするというふうになっておりますけれど、そ

の辺はいかがでございましょうか。 

○（株）千葉マリンスタジアム  １８ページのポイント数でございますね。実際の人数

じゃなくてということで。 

○委員  要するにそれにかかわる方の人数ですね。受け付け業務です。 

○（株）千葉マリンスタジアム  まず、高洲・真砂とも朝は同じなんですが、抽選でご
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ざいますので、逆に、そんな先着順のように、時間を左右されるわけじゃなくて、抽選で

行っていきますから、今までの私どものマリンスタジアムでも抽選を行っておりまして、

この人数で適正にできると思います。あと電話のほうなんですが、これは午後からの電話

対応ということになっておりますので、こちらのほうも、もう午前中に抽選が終わると思

いますので、こちらのほうも十分対応できると思います。 

○部会長  ほかにいかがでしょうか。 

○委員  今まではサークルの部屋とりの受け付けは順番制でした。それを抽選というこ

とで、昨年も我々は現在協議会という会なんですけど、それによっていろいろな協議した

ときには、要するに抽選だといろんな問題があると。それで、そのときにはまだ結論が出

ていなかったはずなんですね。それと今までは、１カ月前ということだったんですよね。

今は２カ月前。ちょっと私、頭に入っているのは、もしかしたらインターネットとか、そ

ういったものも採用するような雰囲気で書いてあったような気がしたんですけど、これも

インターネットでもできる方とできない方がいます。それで２カ月でも１カ月でもほとん

ど、２カ月前に一回決定すれば１カ月前でもほとんど一緒だと思いますので、その辺をど

う考えているか、ちょっと教えてほしいと思いますけど。 

○（株）千葉マリンスタジアム  それに関しては私ども制度変更になって初めてでござ

いますので、ちょっと実際にシミュレーションをしてみないとわからないと思うんです。

特に、これから、まだ詳細決定、それから詳細通知がまだ、この中の基準等には記載され

ていますが、実際の中身はまだ詳細は決まってございません。私どもになったら、今１２

月でございますので、２月から実際に４月の受け付けが始まると思っております。１月中

に詳細シミュレーションして、皆様にお知らせするものと思いますが、社員の教育をして

いかなければいけないと思います。基本的に制度として、全コミュニティが一緒になって

おりますので、私どもだけが違うということもできませんので。 

 あと先ほど委員のほうからお話がございましたウェブ、コンピューターですね。これに

関して、今市内の勤労市民プラザ等で採用されておると思います。 

こちらのほうもちょっと、それがパソコンを持ってらっしゃらない方、操作になれてない

ような方もいらっしゃるようなので、どうも先に登録されておいて、その日に来なくても

事前に抽選できるようなシステムというふうに聞いております。ですから、それも採用す

るかどうかも含めまして、採用された際に決定させていただいて、またそれが４月から、

すぐにチェンジできるわけでもございませんので、実際には抽選は本当に皆さんに来てい

ただいて、最初は抽選していただく形になろうかと思います。 

○部会長  ほかにいかがでしょうか。 

 それでは、これで「（株）千葉マリンスタジアム」さんのヒアリングを終了します。あり

がとうございました。 

 

（（株）千葉マリンスタジアム 退席） 

 

○部会長  それでは、委員の皆さんは今のヒアリングを踏まえて、採点をお願いします。

あわせて２者分の採点をお願いします。 

○事務局  事務局よりお知らせいたします。「仮採点」終了後、２者分の採点をおおむね
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１０分程度で行い、採点表を事務局職員に提出ください。 

 

（採点） 

 

○事務局  採点が終わりましたら、採点表を事務局職員に渡してください。 

○部会長  事務局が、集計するまでの間、１０分間の休憩といたします。 

 

（休憩） 

 

○部会長  それでは、議事を再開します。 

 事務局から、採点集計結果についてご説明ください。 

○事務局  それでは、私のほうから採点結果を申し上げます。 

 お手元の採点集計表ごらんいただけますでしょうか。 

 まず、「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」、１０２.０です。それから「（株）

千葉マリンスタジアム」１１２.２でございます。以上でございます。 

○部会長  それでは、この結果について委員の皆さんのご意見をいただきたいと思いま

す。 

 この意見交換としては、一つ目として再採点の必要性について論議したいと思います。 

 この採点によると、引き続き千葉マリンスタジアムが指定管理者であるという結果です。 

○委員  合計点でいうと千葉マリンスタジアムで、それぞれ先生の採点の結果を見たの

ですが、千葉マリンスタジアムが上の人が４名で、美装・ちばが１ということなので、頭

数的にも問題ないかというふうには思います。 

○部会長  そうですね。じゃあ一応５人中４名が千葉マリンスタジアムを一応点数が上

だと採点したので、特に再採点の必要はないと思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員  結構です。 

○部会長  それから、一応今度は選定理由について、何かございますか。一つは事業の

継続性を考えたら、千葉マリンのほうがいいのではないかということはありますよね。 

○委員  図書室の運営について、目安となる予算１０万円のところを１２万円計上して

いたところで、積極的な予算措置が伺えて、それが評価に値するなと考えています。 

○委員  よろしいでしょうか。 

○部会長  はい。 

○委員  まず同種の施設管理というところで、マリンさんのほうはかなり経験もあるし、

数的にも多くこなしているといいますか。 

○部会長  そうですね。 

○委員  東京美装さんとちば再生リサーチ共同事業体のほうは、岩見沢の施設１件、そ

うすると、むしろ東京美装さんのビルメンの仕事が今まで非常に多かったと。それに基づ

いて、今度、ちば地域再生リサーチを入れてやるという趣旨はわかるんですけれども、そ

こでもう一つ問題あるのは、ちば地域再生リサーチさんと、それからコミュニティの運営

と、非常に重複するような部分というのが一つありまして、それと部屋割りにしましても、

部屋の貸す、借りるというときの申し込みの場合、そのときの優先重視といいますか、優
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先利用がそちらのほうにいく可能性もあるのかなという、これは憶測ですから、公平にや

っていただくということなんでしょうけれども。 

 一番の理由はやっぱり当市の施設管理の多さというところで多さというところがありま

す。 

○部会長  私はちょっと危惧するのは、千葉マリンさん、その京葉銀行文化プラザでか

なり赤字を出しているんで、若干それが心配な点があるんですね。 

○委員  評価できる点をもう一、二点挙げておきますと、それが重要らしいので。まず、

指定管理者制度の趣旨を法の趣旨、制度の趣旨を適正に理解している。次に美浜区の地域

性、尐子高齢化の現状と多様な利用者層について把握する姿勢を持っていると。それに基

づいたコミュニティ運営に取り組む姿勢は評価できる点だと思います。ちょっと一般的な

話で恐縮なんですが。基本をちゃんと押さえているなと。 

○委員  東京リサーチさんは、やはり文面から見るとね、いいんですけど、実際やって

ないし、我々が感じるものというのがね。未知なものがあって、結構、文書から見るとい

いな。まあ若い、そっちのほうがいろんな他との関連とか、いろんなものを持ってるし、

そういったものが活動というか、先へね、見込みというか、楽しみがあるような気もする。

ただ、要するに初めてなので、未知数なので、評価の仕方が難しいんですよね。 

○部会長  難しいです。 

○委員  難しいんです。我々に評価させる、この莫大な資料からね。全部把握して評価

する、要するにすべて管理を把握して採点しているとは、私自身は思っていないですし。 

○部会長  多分、現在利用されている方々がその辺はよくご存じなので。 

○委員  それで今、マリンスタジアムのほうは結構私たちはマリンスタジアムって、こ

の辺ね。私この辺、委員も同じなんですけど、そうすると、質問をなるべくしなかったの

は、質問すると、私、全体的には両方とも大体７０から８０の評価をしてたんですよね。

同じ数字で。そうすると、やはりいろんな質問したらいいんですけど、そうすると、逆に

言うと、私が今やっているところが、要するに指摘するような雰囲気のものなので、あん

まり、まあ逆に言うとしづらいんですよね。正直言って。まあ、そういう点で私は数字的

にもそういうふうに出ているんですけどね。ただ問題点もないとは言えませんのでね。総

合的に私の考えはそういうことなんです。評価ってなかなか難しいですよね。 

○部会長  それでは一応、今のお話を総合いたしまして、千葉市美浜区高洲・真砂コミ

ュニティセンターの指定管理予定者の第一順位は、「（株）千葉マリンスタジアム」、第２順

位が「東京美装興業・ちば地域再生リサーチ共同事業体」とすることで、よろしいでしょ

うか。 

（異議なし） 

 

○部会長  選定理由としては、今、皆様方がおっしゃったようなことでよろしいですね。

事務局のほうが今のお話を聞いていただいて…。 

○委員  一応、附帯意見つけていいですか。 

○部会長  はい。 

○委員  だから選定するに当たって評価できる点は発言させていただきました。選に漏

れたほうについて、そこについては意見はしませんけど、選ばれたほうについて附帯意見
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を述べさせてもらうとすれば、やはり２点あります。 

 管理運営経費の低廉化に向けて、一段と踏み込んだ企業努力が望まれる。 

 あともう一点、自主事業の内容の充実、だから地域のコミュニティセンターを運営して

いるのであれば、ほかの地区の話で恐縮なんですけど、実績あると、もうほぼ顔見知りな

んですね。だから、高齢者の方だと健康管理まで目が届いているところもあるんですよ。

それからすると、ちょっとここは冷淡だなと。また自主事業の内容についても、具体的な

話が乏しい。それは本当に利用者を見ているのかなという点で疑問を感じたので、自主事

業の内容の充実、プログラムの多様化を図ることで、潜在的な利用者も含めて需要を喚起

をする創意工夫が望まれるかなと思われます。 

 以上、附帯意見として。 

○部会長  ありがとうございました。それでは、「千葉市美浜区高洲・真砂コミュニティ

センター」の指定管理予定候補者とすべき者を第１順位の「（株）千葉マリンスタジアム」

としたいと思います。 

 本日の審査は以上でございます。 

 今の推薦理由については、委員の方が申し上げたことを一応まとめていただいて、事務

局のほうで作成していただきたいと思います。 

 事務局、今後の日程についてということであります。 

○事務局  それでは私のほうから今後の予定について、ご説明申し上げます。 

 今後の予定についてですが、資料の６をごらんいただきますでしょうか。 

 本日、この美浜区役所部会において決定していただきました、高洲・真砂コミュニティ

センターに係る指定管理予定候補者の選定結果は、７月１６日の市民局指定管理者選定評

価委員会の議決事項に基づき、委員会の選定結果となります。 

 その後、この選定結果を部会長より、委員会の会長さんに報告された後、千葉市長あて

に委員会としての答申をしていただくという流れでございます。 

 この委員会の答申を受けまして、市といたしまして、市長決裁により、指定管理予定候

補者を決定することとなります。決定は１２月の上旪の予定です。 

 指定管理予定候補者決定の後は、全応募者に通知をするとともに、第１順位の者と仮協

定締結に向けた協議を開始してまいります。この協議の際には、今回の部会で委員さん方

にいただきましたご意見を十分反映させてまいりたいと考えております。 

 その後、１月末に仮協定を締結し、現指定管理者との引き継ぎを開始するとともに、市

のホームページに選定結果と選定経過を公表いたします。なお、全市一斉での公表予定の

ため、それまでは公表できませんので、委員の皆様もご承知おきをください。よろしくお

願いします。 

 なお、公表の際は、委員会及び部会の会議録をあわせて掲載することとなります。 

 その後、２月に開催予定の第１回千葉市議会定例会におきまして、指定管理者の指定に

係る議案を提出し、議決をいただいた後、３月に本協定を締結、４月から新指定管理者で

の管理運営を開始することとなります。 

 なお、予定候補者の決定、市ホームページでの公表、議会への議案提出等に当たりまし

ては、事前に、委員さんの皆様にご報告させていただきます。 

 また、今回の部会の会議録につきましては、来月の中旪ごろ、委員の皆様にご確認をお
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願いしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいま事務局から説明がありましたが、何かご質問はありますか。 

○委員  結果なんですけれども、点数と個別に発表するということになるんでしょうか。 

○部会長  どうでしょうか。 

○事務局  はい。選定結果報告は、選定理由を、委員会の会長にご報告をいたします。

選定理由と意見です。 

○委員  理由だけです。 

○事務局  はい。 

○委員  ホームページの公表のほうも理由だけということ。 

○事務局  ホームページのほうは、議事録が公表されますので、結果と点数が発表され

ます。総合点がです。 

○委員  はい。 

○部会長  それでは、以上をもちまして、本日の議事は、すべて終了しました。ご協力

ありがとうございました。 

 それでは、事務局に進行をお返しいたします。 

○事務局  長時間、どうもお疲れさまでございました。 

 以上をもちまして､平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回美浜区

役所部会を閉会といたします。 

 本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 


