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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回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月５日（木） 午後３時～午後４時３０分 

 

２ 場所：千葉中央コミュニティセンター５階 ５２講習室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

篠原榮一委員（部会長）、稲垣總一郎委員（副部会長）、 

新谷周平委員、早川恒雄委員、桝潟俊子委員 

（２）事務局 

青葉生活文化部長、小倉文化振興課長、稲葉課長補佐、久保主査、刈谷主任主事、

大木戸主任主事、山本若葉区地域振興課副主査、 

朝生市民総務課長、南雲市民総務課総括主幹、久我市民総務課長補佐、野本総務 

係長、小高主査、平野主事、矢永主事 

    

４ 議題： 

（１）募集条件、審査配点等に関する事項ついて 

（２）その他 

 

５ 議事の概要： 

（１）募集条件、審査配点等に関する事項ついて 

文化施設等（５施設一括）、及び市民ギャラリー・いなげの募集条件、審査配点等に

関する審議を行った。 

（２）その他 

  今後のスケジュール等について事務局が説明した。 

 

６ 会議経過： 

○司会  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、また、本日は

朝早くから暑い中、施設見学をしていただきまして、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年度千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会第２回市民・文化部会を開会いたします。 

 申しおくれましたが、私は、本日の司会を務めさせていただきます、市民総務課課長補

佐の久我と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

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

 本日の傍聴人は１名でございます。 

 傍聴人の方にお願いいたします。受付でお配りしました傍聴人要領に記載されている事

項をお守りいただき、傍聴をしていただくようお願いいたします。また、本日の会議は、

途中から非公開予定となっており、その時点で退室していただくこととなりますので、ご
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了承ください。 

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

「夏のライフスタイルの実践」を実施しており、職員は軽装とさせていただいております

ので、ご了承ください。 

 それでは、開会に当たりまして、本日の議題の所管部長でございます、生活文化部長の

青葉からごあいさつを申し上げます。 

○生活文化部長  生活文化部、青葉でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、第２回市民・文化部会を開催させていただきましたところ、委員の皆様方には、

大変お忙しい中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。 

 また、本市の市政に関しまして、皆様方より、いつもご支援、ご協力をいただいており

ますこと、この場をお借りいたしまして、御礼を申し上げます。 

 また、先ほど、司会のほうからもございましたように、朝早くから、また、大変暑い中、

施設見学、大変お疲れさまでございました。 

 本日、ご審議いただくのは、今回の施設見学、それから、第１回目でも施設見学いただ

きました、私ども生活文化部の５施設、それから、若葉区が所管しております千城台コミ

ュニティセンター、この６施設でございまして、内容といたしましては、募集要項、それ

から、管理運営の基準などにつきましてご審議いただくわけでございますけれども、委員

の皆様方の専門的な知識、また、幅広い識見によりまして、ご審議いただければ幸いでご

ざいます。 

 本日は、どうぞご審議のほう、よろしくお願い申し上げます。 

○司会  続きまして、職員のご紹介をいたします。 

 まず、施設の所管の職員をご紹介いたします。 

 青葉生活文化部長でございます。 

小倉文化振興課長でございます。 

 稲葉課長補佐でございます。 

 久保主査でございます。 

 苅谷主任主事でございます。 

 大木戸主任主事でございます。 

 千城台コミュニティセンターの所管でございます、若葉区役所地域振興課の山本副主査

でございます。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 朝生市民総務課長でございます。 

 南雲総括主幹でございます。 

 野本総務係長でございます。 

 小高主査でございます。 

 平野主事でございます。 

 矢永主事でございます。 

 私、課長補佐の久我でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 
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 配布資料は、お手元の席次表と、それと青いファイルを開いていただきまして、本会議

の次第です。 

 資料１－１千葉市文化施設等指定管理者募集要項（案）及び様式集。 

 資料１－２千葉市文化施設管理運営の基準（案）及びコミュニティセンター、文化施設

の基本協定書。 

 資料１－３千葉市文化施設等の採点表。 

 資料１－４千葉市文化施設等の指定管理者の評価シート。 

資料１－５千葉市文化施設等の指定管理者運営状況の確認表。 

 資料２－１千葉市民ギャラリー・いなげの募集要項（案）。 

 資料２－２千葉市民ギャラリー・いなげの管理運営の基準（案）及び基本協定書（案）。 

 資料２－３千葉市民ギャラリー・いなげの採点表（案）。 

 資料２－４千葉市民ギャラリー・いなげの指定管理者評価シート。 

 資料２－５千葉市民ギャラリー・いなげ指定管理者運営状況確認表。 

 最後に、参考資料としまして、指定管理予定候補者選定の流れについて。 

 以上をお配りしております。 

 募集要項（案）等につきましては、非公開予定でございますので、傍聴人の方には配布

しておりません。ご了承願います。 

 委員の皆様、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。 

 続きまして、会議の成立について、ご報告いたします。 

 本日の出席委員は、５名中５名、半数を超えておりますので、「千葉市公の施設に係る指

定管理者の選定等に関する条例第１０条第２項」に基づき、会議は成立しております。 

 それでは、これより、議事に入らせていただきます。 

 部会長、よろしくお願いします。 

○部会長  それでは、１ページに入っています次第に従いまして、議事を進行してまい

りたいと思います。 

 きょうは、午前中から忙しくて、大分暑くて疲れたとは思うんですが、１時間ぐらいで

終わると思っていますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 まず、議題１の「募集条件、審査配点等に関する事項について」ですが、この議題１に

ついては、非公開の案件になると思うのですが、どうなるのでしょうか。 

○事務局  募集条件、そして、審査基準に関する事項の審議に当たりますので、非公開

に該当いたします。 

○部会長  それでは、議題１については、非公開とします。 

 それでは、傍聴人の方は、すみませんけど、ご退席をお願いいたします。 

 

（傍聴人 退室） 

 

 それでは、所管課から説明をお願いします。 

 まず、文化施設等について、お願いします。募集要項等の共通する部分については、前

回の部会で説明を受けておりますので、ポイントというか、変わったところか、特徴のご

説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 
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○文化振興課長  文化振興課長の小倉でございます。私のほうから説明させていただき

ます。 

 初めに、資料１－１、「千葉市文化施設等指定管理者募集要項（案）」について、ご説明

申し上げます。 

 先般、部長のほうからもお話ありましたとおり、先週ご覧いただきました「千葉市民会

館」と「千葉市文化センター」、そして、本日ご覧いただきました「千葉市若葉文化ホール」、

「千葉市美浜文化ホール」、この文化施設の４館に、「若葉文化ホール」と併設する施設で

あります、「千城台コミュニティセンター」を含めた、合わせて５施設を一括管理する指定

管理者を募集するための要項でございます。 

 一括管理する理由といたしましては、効率的で円滑な管理運営ができ、スケールメリッ

トを生かした市民サービスの提供あるいはサービスの均一化、これらが期待できるところ

でございます。 

 また、千城台コミュニティセンターは、若葉文化ホールとの併設であることから、施設

全体を一体的に管理することによりまして、市民サービスとコスト縮減が図れることから、

一括管理することといたしたものでございます。 

 それでは、募集要項の中で、文化施設についての独自の定めの部分について、ご説明申

し上げます。 

 ３ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ３の「公募の概要」の（１）管理対象施設の欄で、先ほど申し上げた五つの施設が対象

であるということをここで明記しております。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 ４の「管理対象施設の概要」ですが、これで対象となっている五つの施設の特徴及び概

要につきまして、この５ページから８ページまで、５施設分を記載してございます。 

 次に、９ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ５といたしまして、「指定管理者が行う業務の範囲」をここで定めております。各施設の

貸出しなどの施設管理業務、それから、保守管理とか清掃、警備などの維持管理業務、そ

して、事業計画書、事業報告書、事業評価などの経営管理業務といった必須の業務と、自

主事業として行う業務の範囲について、ここで定めております。 

 続きまして、１１ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ７の「指定管理者の公募手続」ですが、説明会の実施から協定の締結までの手続等につ

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

明会において、過去の利用実績ですとか、清掃とか警備に係る具体的な基準内容等の説明

あるいは参考資料の配布を行うことから、忚募される方においては、必ず出席をしてほし

いということなどを定めたところでございます。 

 なお、この説明会当日に施設見学会も予定しております。これは２日間に分けて行いま

す。 

 この後の１４ページの８の「忚募に関する事項」、それから、１８ページの９の「経理に

関する事項」、これ以下につきましては、先週の部会でご説明させていただいた中央コミュ

ニティセンターとほぼ同様ですので、説明のほうは省略をさせていただきます。 

 続きまして、２０ページをご覧いただけますでしょうか。 
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 ここに第２次審査の配点割合を記載してございます。この審査基準については、後ほど、

また説明をさせていただきたいと思います。 

 「募集要項」につきましては、以上でございます。 

 続いて、２枚ほどおめくりいただけますでしょうか。 

 忚募に使用する「提案書の様式集」一式を、参考として添付してございますが、これも、

中央コミュニティセンターと同様、全庁的なひな形をもとに編集したものでございますの

で、説明については省略させていただきます。 

 続きまして、資料１－２、「千葉市文化施設管理運営の基準（案）」について、ご説明を

申し上げます。 

 ２ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ２の「施設の運営に関する業務の基準」でございますが、市民サービスの向上とか、利

用率の向上、この辺を目指した提案をしていただくための項目について記述をしたもので

ございます。 

 なお、（１）に記載しています、施設の開館・休館日等では、設置管理条例に基づいた開

館時間、休館日等について記載しております。特に、これは条例上の時間と休館日でござ

います。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ３の「施設の維持管理に関する業務の基準」でございますが、「市民会館」、「文化センタ

ー」、「若葉文化ホール」、「美浜文化ホール」の４施設の維持管理に当たりまして、それぞ

れ施設ごとに基準を示したものでございます。 

 なお、業務の詳細につきましては、先ほど申しましたけども、募集要項等に関する説明

会で説明及び資料配布を行うこととしております。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

 ４の「自主事業に関する業務の基準」でございますが、市民の方にすぐれた文化芸術に

接する機会を提供するため、四つの文化施設の特徴を生かした市民参加型の事業ですとか、

鑑賞事業などの文化事業について提案を求めるものでございます。 

 また、施設利用者へのサービスとして、ドリンク類などの提供、物販関係につきまして

も、効果的な提案を求めることとしております。 

 次に、１３ページの５の「経営管理業務」でございますが、中央コミュニティセンター

と共通する部分の説明は省略いたしまして、１７ページをお願いできますでしょうか。 

１７ページの（５）指定期間最終年度の業務について、ご説明いたします。 

 その前に、恐れ入りますけども、４ページにお戻りいただいて、４ページの（５）使用

申請の受付方法をまずご覧いただきたいと思います。 

 文化施設は、通常の申し込みで１２カ月前から、それから、また、市が主催、共催する

行事などは、１８カ月前から受け付けすることができます。また、３ページの一番上のイ

の欄にありますとおり、利用料金は原則として前納いただいております。 

 それでは、恐れ入ります、また１７ページに戻っていただけますでしょうか。 

 そこで、１２カ月前から、あるいは、１８カ月前から受付する、あるいは、料金を前納

いただくということがありますので、次期指定管理者に係る利用受付ですとか、利用料金

の管理、この辺を明確にして、管理・運営上の混乱を避ける必要があることから、この項
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目を設けたものでございます。いわゆる指定管理者が指定期間を超えた受け付けですとか、

利用料金の前納を受けるということがあるために、こういう項目を設けたわけでございま

す。 

 次に、１８ページの６の「留意事項」につきましては、中央コミュニティセンターと同

等の内容で定めておりますので、説明は省略させていただきます。 

 以上、「千葉市文化施設管理運営の基準」につきまして、ご説明申し上げました。 

 また、すみません、２枚ほどおめくりいただきますと、「若葉区千城台コミュニティセン

ターの管理運営の基準」があると思いますが、この管理運営の基準でございますけども、

「中央コミュニティセンター管理運営の基準」と同様の内容で定めておりますので、説明

を省略させていただきます。 

 次に、「千葉市文化施設等の管理に関する基本協定書（案）」がございます。 

 この基本協定書につきましては、「市民会館」、「文化センター」、「若葉文化ホール」、「美

浜文化ホール」の四つの文化施設と、「千城台コミュニティセンター」を合わせた五つの施

設を一括管理するための基本協定書として定めたものでございます。 

 内容につきましては、全庁的なひな形を使用しておりまして、「中央コミュニティセンタ

ー」と同様でございます。 

 基本協定書については、以上でございます。 

 次に、審査の基準についてご説明いたしますので、恐れ入ります、今度、資料１－３を

お願いできますでしょうか。 

 Ａ３判の縦の「千葉市市民局 指定管理者選定評価委員会 市民・文化部会 審査項目

一覧表」、これをご覧いただけますでしょうか。 

 これにつきましても、中央コミュニティセンターと同様に、１１月の部会において採点

を行っていただく際に使用するものでございます。 

 評価の方法につきましても、中央コミュニティセンターと同様、５段階の絶対評価とな

っており、合計点数は１５０点満点となっております。 

 配点は、一つの審査項目につき、基本的に５点を配点し、特に重要と考える項目の１０

項目については、１０点として設定をしております。 

 配点を１０点といたしましたのは、上からいきますと、管理運営の基本的な考え方、そ

れからモニタリングの考え方、この２項目につきましては、中央コミュニティセンターと

同様に１０点としております。 

 続きまして、サービスの向上という枠にある３項目、施設の利用条件、利用者への支援

計画、利用者支援、利用促進、この３項目はすべて１０点としております。 

 その下にまいりまして、このほかにも、自主事業の効果的な実施、管理運営の執行体制、

施設の保守管理の考え方、収入支出見積もりの妥当性、管理経費の低廉化、以上１０項目

についてでございます。 

 「審査の基準」につきましては、以上でございます。 

 なお、その後に、資料として導入しています１－４の「市民会館・文化センター・若葉

文化ホール指定管理者評価シート」、「美浜文化ホール指定管理者評価シート」及び「千城

台コミュニティセンター指定管理者評価シート」、そして、資料１－５であります運営状況

確認表とされます、それぞれにつけていますので、現在、施設の管理の状況についての参
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考資料として、添付させていただいております。 

 なお、「美浜文化ホール」につきましては、先ほどもご覧いただきましたけども、１９年

７月の開館であるため、１９年度からの３年分、残りの施設につきましては、平成１８年

度から２１年度までの各４年分を添付させていただいております。 

 以上で、資料１－１から１－５までの説明を終わらせていただきます。 

○部会長  それでは、ただいまの所管課からの説明について、何か質問、コメント等が

あれば、よろしくお願いいたします。 

○部会長  一括管理なんですが、その点はどのように考えていますか。 

○文化振興課長  もともと、こういう文化施設の指定管理にあたって、市の内部で、こ

れをいわゆるそれぞれ単館ごとにやるか、一括管理するかということにつきましては、そ

れの方針決定をされていますので、先ほど申したとおり、文化施設ごとにサービスの差が

あっては困るということ。それからスケールメリットとしたら経費の節減が図れるという

ことと、やはり何といいましても、例えば受付の一体化とか、市民にとって非常に有益な

サービスができるだろうということで、一括管理という方針というのはもう既に出されて

いますので、一括管理ができると判断した指定管理者は手を挙げてくださいということで

ございます。 

○委員  この資料についての質問でもいいですか。今の説明の中に指定管理者評価シー

トというのがありますね。その中を見ていくと、施設の状況の中で、指定管理事業として

の収入支出の中には、当然のことながら、補助金というのがありますね。自主事業として

の収入支出の中にも市の補助金とあるんですが、自主事業でも市の補助金がつくんですか。 

 それから、そこに関連して、市の補助金という項目と、市の負担金と書いてあるような

のがあるような気がするんですけども、これは意味合いが違うんですか。単純に言うと、

自主事業なのだから、市の補助金を使わないだろうと思いますけど、市の補助金という欄

があって、そこに金額が入っているんですが、こういうこともあり得るんですか。 

○文化振興課長  この補助金という、たまたま千葉市民会館と文化センターのところで、

現在、千葉市文化振興財団、市の外郭団体ですけれども、いわゆる指定管理者である文化

振興財団については、指定管理委託料を払って、かつ、その指定管理の中でやってもらう

事業については、指定管理委託料の中に含まれています。それ以外の、例えば市と共催で

やる事業とか、そういうものについては、市からの補助金でやっているものです。ですか

ら、文化振興財団全体としての収支になりますので、指定管理料だけの収入では、自主事

業としてそういうお金も含まれている。 

○委員  いわゆる指定管理者としての事業は管理委託料になって、共催事業とかそうい

うものでは補助金として出ていると、こういう理解でいい。わかりました。 

○委員  私も思ったんですけども、蒸し返してもしようがないので、お聞きするだけで

すけども、結局、おっしゃっているように、市民サービスが均一だという、役人はすぐに

そういうことを言うんだけど、均一サービスでは競争を図れないので、やはり競合があっ

てこそ、あちらのほうが上手ではないかといって比較もしやすいんだけど、一つしかない

と、次の選定の比較がしにくいと。市民が同じサービスを受けるのはいいかもしれないけ

ども、やはり個別にやったらいいのではないかというのは、一つの視点ですけど。 

 それと、もう一つ、大きくし過ぎるから、中ぐらいでやりたいところも受注できないと。
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要するに、競争参加がうまくいかないのではないか。あるいは、幾つか、二つやったり、

三つやったりしていると、経験も積んでいけると思うんですけど、一遍に大きいのを受け

なければいけないというと、経験が積めないですね、民間の小さいところは。いつまでた

っても文化財団とか、その外郭団体ばかりで、結局、何のためにこの指定管理制度ができ

たのか。結果として、そういうことになりかねない。長期にわたっていった場合に、５年

たっても、やはりどこも経験がないと。そこしかやったことがない。それを三箇所二箇所

と分かれてやっていれば、どっちがいいかと比較もできるんですけど、そういう点で、長

期的に見て、問題が起きないかという印象を受けるんですけど、そういう議論は、これは

どこで決めて、どこで決まっていく話なのですか。 

○文化振興課長  まず、文化施設に限って言いますと、東京を含めて全国的に、かなり

いろんな民間さんも含めて手を挙げていらっしゃるわけです。指定管理を募集する際に、

各競争性がある。その競争性がある中で、市民サービスの提供、我々のポイント的に高く

しているのは、市民サービスをよりできるですね、新鮮で有益なサービスの提供ができる

ところに参画してもらいたい。そこである程度、競争性ができるので、５施設の施設間競

争というのが仮になかったとしても、特に問題はないのではないかなという部分と、それ

から、決定につきましては、市の中での意思決定で、一括管理ということであります。 

○委員  よくわからないですけども、疑問に思うんですね。私の意見は一括がいけない

という意味ではないですけど。 

○文化振興課長  たとえば、Ａという施設で、極端な話ですけど、毎週、条例上、第１・

第３月曜日、条例どおり、休みますというところと、いや、うちはもう全然休みませんよ

と、ずっとやります。かつ、料金についても、条例どおり、いっぱいいっぱいでやります

よというところと、いや、うちはもう条例よりも１割下げても２割下げても、とにかく回

転率を上げるから、そこでもうけるからいいですよというふうに、市民の方は、多分安い

ほうとか、休みがないほうがいいだろうということで、極端に言えば、集中しちゃうこと

もある。それが施設間競争と言われれば、それまでなんですけれども、そこで施設の地域

ごとにそれぞれ特色を持って定めてあるところもあるんですけども、そこで利用する市民

にとっては、尐なくとも、同じ条件で利用できる、あとは各施設ごとに特色を持った事業

等をやっていただくことにより施設間競争をやってもらえればということで、その施設間

競争というのは、その地域性を踏まえた、その指定管理者が独自に企画をしたりというと

ころでの部分ととらえているんですけども。 

○部会長  外部委託なんですが、これは当然、一部の作業を外部委託すると思うんです

けれども、どの辺のところ、自らがやるというような部分、委託にと、そういうものを設

けているかということ。それと募集要項のときに、我々が採点するときに、外部委託会社

の外注をどの程度教えていただけるのかという、どうでもいいところと重要なところは、

ある程度、情報が欲しいなという気がするんですけど、その辺は。 

○文化振興課長  今度やる説明会のときに、修繕とか、あるいは施設の管理委託、これ

に関する部分で、どういうところを外注する予定ですかというリストは出していただく予

定にしております。 

○部会長  その中身までは教えていただけない。僕は、どこかでは、その会社に対して

は、その際の内容ぐらいは、僕らには教えて。 
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○文化振興課長  どういう業務をどこがという意味ですか。 

○部会長  会社の概要みたいなね。規模とか、あるいは財務諸表でもらったかな。何か

あったような気がするけど、そこまでは考えていなかった。 

○文化振興課長  その点につきましては、単純に文化施設だけの問題ではないので、事

務局のほうとも相談させていただいて。 

○部会長  多尐要るかもしれないというか、外部管理もそこの会社に任せてしまうので、

多尐こっちが情報を欲しいのかということだろうと思うんですけれども。 

○委員  おっしゃっているのは、結局、どういうものを外注に任せるのか、掃除のよう

なことを自分でするのか、丸投げするのかというのは、それは当然知っておかないと、あ

とは丸投げするだけですというのでは困るわけですね。その辺は、丸投げではないんだけ

ど、部分的に任せるとした場合に、外注内容によってはその会社の資産内容とか、そうい

うものを知る必要があるでしょう。だから、ちょっとした掃除ぐらいでは、そういった問

題、途中でも心配する必要がないから、そのぐらいの経営内容は知る必要がある。でも、

内容によっては追加料が取られるということですね。 

○部会長  そういうことです。重要なところを、何か私の言い方が悪かったです。その

辺は、その都度、考えないといけないかなということで、今、ここで決められない話かな

と。 

 もう一つ質問をしたいんですが、きょう、訪問してみて、ボランティアみたいな方を使

えないかなという気もするんだけれども、今後はやはりうまく、弁当代と報酬ぐらいで、

ボランティアを使うと、そういう点があったら、点をあげたいかなという、その辺は余り

この募集要項のときに、余り気にしていない。今、実際にどうなっていて、うまくボラン

ティアを使っているんですかね。 

○文化振興課長  部分的に、例えばイベントの際に場内案内をする人とか、チケットを

もぐ人とか、あるいは、舞台照明の際に、ある程度、その研修を積んだ、舞台関係のボラ

ンティアの方とか、そういう方を使っている指定管理者も実際にはおります。 

○生活文化部長  きょうの美術館も、やはりボランティアの方がやられている人もいら

っしゃいます。美術館については、現在、美術館自体で登録していただいているとか、そ

ういうことはございます。 

○委員  それ、シルバー人材センターなどを使っているところはあるんでしょうか。 

○文化振興課長  はい。 

○部会長  今、よく講演とか、いろんな説明員がいるようなところが、役所を説明した

りだとか、あれは結構ボランティアの方がいるとか、今回、美術館ぐらいかなという気も

しますが、専門性がね。 

○生活文化部長  そうですね、あとは、私どもの所管ではありませんけども、科学館と

か、あれもやはりボランティアの方がいらっしゃいますし、その辺、またその団体とか、

その施設の中で、やはりいろんな講座の中で、これを育てていくというか、そういう自主

事業の中で、ボランティアが出てくる可能性はございます。 

○委員  もう１点、えらい自主事業のことで申しわけないですが、申込書というか、申

請書の中には、どんな自主事業をやりますかと書くようになっているんですよね。しかし、

採点項目の中には、それは余り見ていないということの理解でいいんですね。というのは、
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さっきも言ったように、今、市の外郭だと、共催事業とかなんとかというのは見込めます

けども、純然たるその他の民間の法人とか団体であると、そういう共催事業などはまず考

えられませんから、その申請書の中になかなか入ってきにくいんですよね。だから、恐ら

く、尐し見たのですが、ないので、そういう理解でいいのではないですか。 

○文化振興課長  効果的な自主事業、配点では１０点。 

○委員  １０点で自主事業は入っているんですか。 

○文化振興課長  配点基準は１０点という形。 

○委員  個別のときに、そういうことをいろいろ斟酌すればいいわけですね。それは市

の外郭は問題ない。実績があるから出せるけど、初めて入るところは、自主事業なんて自

分で考えるわけですね。そうすると、文化センターで一番多いところが５００席ですから、

５００で成り立つ自主事業というと、切符を幾ら売っても、そんなには採算をとれるもの

はできにくいですよね。だから、そうであると、どうしても差がそこでついてしまう。そ

れが最終的な判断のとき、順位をつけるときに考えるという理解でいいんですね。自主事

業というのは、やはり市民サービスの向上をさせるという意味で、かなり重くは見ると、

こういうことで。 

○部会長  次に進みます。 

 次は「千葉市民ギャラリー・いなげ」についての募集要項等について、所管課からの説

明をお願いします。 

○文化振興課長  それでは、「千葉市民ギャラリー・いなげ」の説明をさせていただきま

す。 

 初めに、資料の２－１、「千葉市民ギャラリー・いなげ 指定管理者募集要項（案）」に

ついて、ご説明申し上げます。 

 先ほどご説明しました、文化施設に関する募集要項と、基本的には同じつくりとなって

おります。 

 それでは、「ギャラリー・いなげ」についての独自の定めの部分についてのみ、ご説明さ

せていただきます。 

 ４ページをご覧いただけますでしょうか。 

 ４の「管理対象施設の概要」ですけども、先ほどの施設見学でご覧いただいたとおり、

管理対象施設としましては、アトリエ機能を備えたギャラリーのほかに、敷地内に本施設

の特徴であります庭園ですとか、国登録有形文化財である「旧神谷伝兵衛稲毛別荘」を保

存公開していますということをここで明記してございます。特徴的には、ここの記載が一

番でございます。 

 次に、飛びますけども、１５ページをご覧ください。 

 ここには第２次審査の項目について記載されてございます。基本的には、全庁的なひな

形でございます。 

 「募集要項」につきましては、簡単ですけども、以上でございます。 

 続きまして、１枚おめくりいただきますと、ここで「提案書の様式集」を参考として添

付してございます。 

 こちらも、先ほどの文化施設と同様に、全庁的なひな形のもとに編集したものでござい

ます。 
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 次に、資料の２－２、「千葉市民ギャラリー・いなげ管理運営の基準（案）」をお願いい

たします。 

 ４ページをご覧ください。 

 ６の「施設案内」ですが、施設内の映画などの撮影依頼の下見ですとか、相談に忚じる

ことですとか、あるいは、施設利用者への来館支援に努めることを記載しております。事

務所のフィルムコミッション等で結構使われる施設でもありますことから、これについて

も記載してございます。 

 次に、７ページをお願いします。 

 ２の「旧神谷伝兵衛稲毛別荘の公開業務」ですが、先ほど申したとおり、これは国登録

の有形文化財であり、無料で一般公開していること、あるいは、入館者への案内・解説を

行うこと、来館者の混雑緩和への配慮、これなどを記載しております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 ７の「敷地内の植栽等の管理に関すること」ですけども、これも本施設の特徴でありま

す庭園です。この庭園の美観を保つため、樹木の剪定ですとか、害虫対策について記載を

しております。 

 管理運営の基準につきましては、以上でございます。 

 ２枚ほどおめくりいただけますでしょうか。 

 「ギャラリー・いなげの管理に関する基本協定書（案）」でございます。 

 これも文化施設同様に、全庁的なひな形を使用してございます。 

 続きまして、資料２－３をお願いいたします。 

 「千葉市民ギャラリー・いなげ採点表」ですが、１枚、またおめくりいただきまして、

審査項目の一覧表、先ほどの１１月部会での使用部分でございます。 

 評価の方法についても、同様で、５段階の絶対評価、１５０点満点となっております。 

 そこの「市民ギャラリー・いなげ」について、配点を１０点としたところは、文化施設

同様の部分も含まれますけども、管理運営の基本的な考え方、モニタリングの考え方、施

設の利用条件、利用促進の方策、管理運営の執行体制、ギャラリー事業の効果的な実施、

施設の保守管理の考え方、収入支出見積もりの妥当性、管理経費の低廉化、以上の９項目

でございます。 

 それと、資料２－４と５につきましては、先ほどと同様に、参考資料として添付させて

いただいております。 

 「ギャラリー・いなげ」につきましては、説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの所管課からの説明について、何かご質問あるいはご意見などございましたら、

よろしくお願いいたします。 

○委員  自主事業にこだわって恐縮ですが、採点では、この自主事業等をかなり重く見

ているんですね。いなげのときね。だけど、実際、書く欄で自主事業を見ると、自主事業

はゼロという、自主事業というのは、いなげのギャラリーでは一切やっていないというこ

とですね、過去。やっているんですか。これを見る限り、出ていない。ゼロになっていま

すよ。過去、ずっと今までゼロだったのを、今度の評価のときにかなり高く見るというの

は、どんな考え方なんですか。今度、１０点から２０点ぐらいを見ているのじゃないの。
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今までゼロだったから、今度は重く見るということなのか。前回まで採点表の中にはそん

なふうになっていないので。 

○文化振興課長  委員さんがおっしゃっているのは、その金額のところ、評価指導のと

ころですか。 

○委員  自主事業、金額を見るとゼロになっているでしょう。今度、忚募のときは自主

事業をかなり重く見ますよというのはどういうことですか。 

○文化振興課長  実際に自主事業はやっています。これは自主事業として、例えば２０

年度、このときにやった事業では、自分の家でカラー年賀状をつくろうということで、小

学生を対象に事業をやったりとか。 

○委員  この決算で見る限り、全部ゼロですね。 

○文化振興課長  決算上は、いわゆる収支には反映されていないということです。 

○委員  それから年内の講座、２１年度のほうにも。無料だから。お金に関係ないから、

やっていたことは収支としてはゼロなんですけど、上のほうの七、八行目ぐらいのところ

に書いてもらっている。 

○委員  やっている。 

○委員  年賀状作成とかある。 

○文化振興課長  ちなみに、２１年度の指定管理者評価シートの事業の内容の欄ですと、

自主事業として、作品制作の１講座をやったと評価シートに添付されてますね。 

自主事業を重く見る一つとして、やはりせっかくある施設をいかに効率的にやるか、市民

がいかに気軽に参加できるようなものをやるかというポイントに置いて。 

○委員  自主事業を僕はもっとやるべきだと思うんです。決算上はゼロで出ているので、

やってないのに、何で急にこれを重く見るという、こういうふうにやるべきだと思うんで

す。やらなければだめですよね。 

○部会長  その関連で、自主事業で指定管理者に任せているようなところがあるではな

いですか。それよりも、市民から募集して、そういうアイデアを出すとかという、委員会

をつくるとか、そういう発想はないですか。 

○委員  それは指定管理者に任せて。 

○部会長  それも任せて。 

○委員  それを比べて決めると、こういう理解ですね。 

○文化振興課長  一つ言われているのは、指定管理者だけに任せていいのかと。行政は

何もしないで、ただやってください、お願いしますだけでいいのかというご意見はいただ

いていますので、逆に、その辺は、今後、提案をいただきながら、我々のほうも、そこを

こうしてほしいというものを多尐、どこまでできるかわかりませんけど、多尐ぶつけなが

ら、我々もやはりよりいいものを目指すために、お任せではないですよという姿勢は必要

かなというのはちょっと感じています。 

○部会長  今日、市の美術館を見たときに、かなりいい企画もあるということで、館長

がすごく立派な人だと。と考えると、今度は公民館で、そういう人ができないとしたら、

今、まさに運用で、アドバイザーでだれかいないとか、そういうのも当然、忚募の中に入

ってくるのか。それこそ引き継ぎでやっていくのか、まさに自主事業なんかも、そういう

日本に結構いろんな専門家がいるのでは。そういうアドバイザーがアドバイスするとか、
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もうちょっと、いわゆる管理だけにするよりは、拡大するときに、世の中を見て、うまく

活用する方法というのはあるかなと。 

○文化振興課長  ただ、指定管理者に求められているのは、単に施設の維持管理だけで

はございませんので、今後、まだ最初の５年からわずかばかりで、今後、いろいろ進化し

ていくだろうと思うんですけども、余り今の段階でそこまで、我々が答えを求めているの

かと言われたときには、ちょっとクエスチョンマークがつくかもしれませんけども、ただ、

さっきもおっしゃったように、指定管理者の制度になったんだから、あなたたち、やって

くださいねと。お金を払うから、それだけで頼むよということだけでは、やはりいけない

んだなということが、前からも言われていますので、それにやはり設置者として、どれだ

けかかわっていくかは今後の課題ではあるかなと。 

○部会長  たしか、こういう意味では、ベンチャーでやっているところがありますね。 

○文化振興課長  ありますね。 

○部会長  今までの過去、おかたいところと、そのベンチャーと一緒にやるという方法

もあるなという気もしているので、そうすれば、市民の理解も得られそうな気が。 

○文化振興課長  民間さんがやっているところ、やはり我々の発想とは全く違う観点か

らのものをつくっていただいているところもありますので。 

○委員  今回のことで、今のお話とつながって、市民参加みたいな部分はどうなってい

くのか。公民館だったら、千葉市はわからないですけど、公民館運営審議会みたいなもの

をつくって、市民参加をすることで、それも形骸化している問題はあって、どれぐらいや

るかというのもあるんですけど、その部分と、あと、この今回には関係ないですけど、あ

る子ども施設が指定管理でやっていて、例えば、僕はどっちかというと、そっちの専門家

なんですけど、そこに行ったときと、東京都の直営の児童館に行ったときとで、こっちに

対する関心の持ち方が違うんですよ、全然。指定管理の、たまたまかもしれないですけど、

施設の運営でいっぱいいっぱいで、僕はこういう研究をしているんでということには何も

関心を持ってくれないというか、運営のところで、いろいろこちらも情報を得たいし、何

か提供できることもあるなと思って行くんですけど、児童館の専門職員集団ができている

ところだと、ずっとやっているというのもありますけど、その研究者との関係性みたいな

のもとれてきているので、何を求めているかとかというのをわかってくれて、両方にプラ

スになるような関係がとれていると思うんですけど、これが、今回、どういうふうに反映

すればいいかとかはわからないですけど、課題としては大きいかなと思うんです。 

○部会長  まさに、施設管理と、美術館みたいに、いわゆる企画の専門家がいるではな

いですか。だから、まさに教育とか何かでも、そういうたぐいの企画の専門家をいるとこ

ろと、単に管理すればいいのにという、今後、そこの部分も考えないといけないのかなと。 

○部会長  それでは、ほかに。 

○委員  何度か言っていることとも関連して、世代別の利用者統計みたいなのって、と

っていたりはしますか。こういうのって可能ですか。 

○文化振興課長  世代別の統計はありません。 

○委員  そういうのは難しいですか。 

○生活文化部長  そうですね、利用のときに年齢とかって、特に要件として書いていな

いとか、仕組みがございますので、入場のときに、減免措置とか、そういう部分で、６０
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歳以上の半分とか、そういうものの統計は若干とれるんですけれども、全員の世代でどの

くらいという、そういう統計のとり方はやっておりません。 

○委員  今日の美術館などは 

○生活文化部長  さきにも言ったように、美術館等につきましては、小学部、中学部、

無料ということで、それは何人入っても、そういう統計はございます。ですから、あとは

年配の市内６０歳以上、それから、県内６５歳以上、そういう統計はあるんですけども、

その中間層というか、その辺が、３０代、４０代、その辺は特に入場の際には必要提示は

ございませんので、特にはないという状況でございます。 

○委員  公共的な資源の配分格差みたいなのはものすごく痛感していて、労働とか所得

の側面でも、今、若い世代がかなり不利益をこうむっていると思うんですけど、それが、

さらに行政的な、公共的な利益の分配の部分でもダブルで格差化されているという感じが

するので、もし可能なら、こういう、何というか、余りきちんとやると、それが管理が強

まるほうに、市民の皆さんの抵抗につながるので、余りしっかりはできないと思うんです

けど、グループでも何かとれて、それが管理者の課題に尐しつながるような形がとれない

かなと思うんですけど。 

○生活文化部長  客観的に見ていて、こういうデイタイム時間２時間で言えば、こうい

った問題だったら、大体どのくらいの年代が来ているとか、大枠は大体わかるとは思うん

ですけども、正確に統計をとっているというのは、各施設でやはりないという状況ではあ

ります。 

○文化振興課長  個人利用の施設で、例えば小学生が来ました、高齢者が来ましたとい

うのはできると思うんですよ。特に、今回、ご審議いただいている文化施設は、基本的に

団体が申請をして、その団体が主催したイベントに対して何百人とかという人数が来てい

るとなると、入場者数、入場した人がどのくらいの年齢層なのかというのは、逆に主催者

側から聞いたりとかということをしないと、いわゆる二次的な情報ではないと難しいとこ

ろもあるかなと尐し思いますけどね。 

 ただ、委員さんおっしゃっているところも、我々としても、統計等しない限りわかりま

せんので、ちょっと研究といいますか。 

○委員  ざっくりした印象でも違うとか、そういう大ざっぱなくくりの３段階ぐらいに

沿って、この辺の人が何割ぐらいみたいな統計のとり方でも。 

○部会長  僕、何かのところで、まるめちゃったことがありますね、３０代の人で。ど

ういうところでかは忘れてしまったんですけども。 

○委員  そういうの大賛成ですね。でも、それは指定を受けた団体が、次の企画をやる

上で、そういうものをどんどん取り入れていくべきだと思いますね。 

 話は飛んだけど、観光統計なんかも、このごろはかなり泊まると書くようになっていま

すね。今までは泊まると、お金払えば、そのままだったんですけれども、やはりそれをや

るようになって、いろんな対策が打てるようになっていますから、やはり市がやるという

のではなくて、指定を受けた団体が創意工夫をしていくというのが、次の企画を立ててい

く上で、大変重要、有効なのではないかなという気はしますね。 

○委員 結局、余り細かく何歳で区分けするのは無理だろうけども、管理者が目視でもい

いから、おおむね５０代、きょうは何人だったというぐらいの報告程度でも、そんなには
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間違いないというか、そういうデータでも、これをできるところをやっていると、次の計

画が立ちやすいですよね。要するに、中高年中心だったかどうかが、団体で申し込んだら、

申し込み段階ではわからないですよね、だれが来るか。来たときにぱっと見た感じで、５、

６０代が多かったとか、そういう程度の大ざっぱな方法だけでもデータ化してみたら、大

分抽出しやすい。一々、一人ひとり書かれるのは、団体でバスケットをやったり、何やっ

たりしているのに、一々、入り口では無理でしょうから。 

○文化振興課長  ある程度、各施設ごとには、いろいろな舞台とかやったときに、アン

ケートはとったりするとは思うんですけれども、その中で、アンケートをどのくらいくれ

るかはわからないですけれども、そういう中で、年代とか、その辺をアンケートに入れて

いけば、どういう企画のときにどの程度の年代の方が来ているか、大まかに大体把握はし

ているとは思うんですけど、だから、やはりその辺の年代についても、アンケートの中に

記載していくとか、その辺のほうも、これからも指定管理者に対してやっていただけるよ

うな、そういう話はできるかと思いますので。 

○委員  さっき、そっちのほうで、いろんな提案が出てきたとき、やはりそういうもの

が企画として入っているところが、やはりどうしてもいい点をつけたくなると、こういう

ことですよね。そういう意味で。 

○委員  また、直接関係ないかも、長期的な課題みたいなので、今のと関連してなんで

すけど、料金設定の高校生とか大学生とかというくくりになっていて、もともとは学生は

お金がないというところから始まっていると思うんですけど、今、確実に大学生と、大学

じゃない同じ年代の子を比べると、大学生のほうが裕福な家庭のほうが多いわけですね。

そういう格差は確実にあって、特に高校を中退していたり、大学へ進学していない層の不

利益を考えると、一律年齢区分にするほうが実態には即しているのではないかと思うんで

すけど、その辺は、社会全体の変化の問題にも関係あるんですけど、ちょっと長期的な課

題としては考えていただきたいところです。 

○委員  いいご指摘ですね。 

○部会長  ほかになければ、いろんな募集条件とか、審査の配点等について意見があり

ましたので、事務局は配慮していただければありがたいと思います。 

 それで、募集要項の発表、忚募者に対する取り扱いについて、次の部会での審議内容に

ついては、どのようなものがあるか、報告をお願いします。 

○事務局  それでは、募集要項の公表から、次回の部会までのスケジュール等について、

ご説明をさせていただきます。 

 本日、使わせていただいております文化施設の関係の資料１－１を例にご説明させてい

ただきます。 

 ４ページをご覧いただけますでしょうか。資料１－１、募集要項の４ページでございま

す。 

 ４ページにスケジュールの表が載っております。その一番上の部分ですが、募集要項等

の発表につきましては、９月２７日に行うこととしておりまして、ホームページで公表の

ほうをすることとしております。 

 そして、委員の皆様には、事前にご覧いただけますように、一週間ぐらい前までには募

集要項等をお届けさせていただきます。９月２０日くらいまでには、こちらのほうから委
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員様のほうに、募集要項等については、最終形のものをお届けさせていただきます。 

 次に、「募集要項等に関する忚募者の方々への説明会及び施設見学会」でございます。２

段目のところでございますが、１０月６日及び７日を予定しております。施設の見学、そ

して、細かな維持管理に関する詳細な、清掃や警備の仕様、また、施設の利用状況等の資

料配布を含めて行う予定でございます。 

 また、３段目でございますが、忚募者、忚募団体から質問を受け付ける期間でございま

すが、見学会の翌日の１０月８日から１０月１４日までの間に、質問等を受け付ける形で、

４段目ですが、それに対する回答を一括、市のホームページで、１０月２２日にホームペ

ージ上で回答を公開していくこととしております。 

 その後、忚募者の方におかれましては、５番目にあります「指定申請書の提出」という

ことで、１１月１日から５日のこの一週間の間に、直接持参という形で、書類のほうをご

提出いただく形になります。書類のほう、届き次第、事務局、私どものほうで、必要書類

で、また、忚募資格等の確認を行いまして、６番目にございます第１次審査というのは、

その忚募要件を満たしているか、書類等の不足がないかということですが、第１次審査の

結果のほうを１１月１２日に文書にて通知をさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、次の部会が７段目の部分でございまして、選定委員会に

よるヒアリング等の実施ということで、提案書、それから、忚募者、忚募団体へのヒアリ

ングによりまして、選定を行っていただくこととなります。やはり一週間前までには提案

書のほうを事前にご覧いただけますように、委員の皆様にはお届けを考えております。 

１１月２４日の遅くとも一週間前までには提案書のほうをお届けさせていただきます。 

 そして、この当日でございますけれども、事務局のほうから施設の概要の説明をさせて

いただいた後、忚募者による提案の説明、それから、委員さんのほうからのヒアリング、

また、委員さんの意見交換、採点、そして、総得点の算出や忚募者の順位のご決定をいた

だくといった内容で構成していく予定となっております。また、詳細については、事前に

ご連絡をさせていただきます。 

 また、ヒアリングにつきましては、忚募団体数が、現在、どのくらいになるか、はっき

りわかりませんけれども、１団体について、説明とヒアリングで３０分程度、今のところ、

予定しております。 

 また、その後、委員の皆様で意見交換をしていただきまして、採点、集計、また、皆さ

んの中での再確認等を経て、忚募者の順位を決定していただきたいと考えております。 

 また、この部会の時には、本日ご覧いただきました非公募の千葉市美術館について、指

定管理予定候補者が提案する事業計画書、こちらが市の示す管理運営の基準の内容等を満

たしているか、そういった観点から、ご要望、意見をいただくこととしております。 

 また、非公募施設に係る審議につきましても、公募同様に企業情報等ございますので、

非公開で予定をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見があればお願い

いたします。 

○委員  大体その１次審査というのは、例えば市民会館について、何法人、団体ぐらい

を予定するんですか。１次審査をクリアして、残る団体数は。全然わからない。 
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○事務局  １次審査は、いわゆる書類の要件、それから忚募要件を満たさないとかが特

にない限り、基本的には全部クリアの対象となります。 

○委員  そうすると、これ、五つやると、五つ入ったら、２０で３０分だと、計算して

も６００分。 

○部会長  一括だから。 

○事務局  １団体につき３０分以内を予定して、現時点では１団体につき３０分以内の

予定で。 

○委員  団体というのは、だから、５団体出ていたら。 

○事務局  ですから、５団体出てくるとすると、３００分ぐらい。 

○委員  ぐらいかかるんですね。そういうふうに心構えをしておく必要があるという意

味ですか。 

○事務局  その団体数にもよるのですが、従前、平成１７年に行った、１８年からの現

在の第１次のときで、施設にもよりますけれども、１団体しか来ないところ、また、平均

すると、やはり３団体ぐらいは前回も来ております。 

○委員  マックスは４２０かと、わかりました。 

○事務局  そのあたりについては、忚募状況次第で、またご相談はさせていただきます。 

○委員  だから、一日でやるか、二日になる場合もあるということですね、場合によっ

ては。 

○事務局  ただ、皆さん方のご都合がありますので。 

○委員  ですから、そうなってしまったらどうするんですかと聞いているんですけども、

そういう意味ですよ。 

○事務局  何とか収めるようには考えていきたいと思います。今、お話し申し上げたの

は２４日の分ですが、２２日と２４日の二日間に分けて、その文化施設系とコミュニティ

系でそれぞれ分けます。 

○委員  二つに分けて。 

○事務局  ただ、委員さんがおっしゃったように、コミュニティでも、文化施設でも、

忚募団体数がかなり出た場合は、それぞれの一日でこなしていく時間配分がかなりタイト

にはなってまいりますので、逐次、いろいろご連絡ご相談をさせていただければと思って

おります。 

○委員  慎重にやる上では、何時間かかったっていいんですけど、ただ、そうなるんで

すねという確認だけです。一日で切っちゃえとか、そういうことを言っているわけではあ

りませんので。 

○部会長  東大方式というんですが、東大の建築関係は、１位、２位、３位を決めて、

いわゆるお互いに交渉を始めるんですね。ここは手を入れてください、ここはもうちょっ

と追加してくださいという意味で、さっき、いろんな意見で、アドバイザーつけたらとか、

いわゆる委員会をやったらとか、そこのところで、いろんなことが出るんです。こういう

ことをやると、もっとよくなるよとか、要望事項を向こうが拒否してもいいんでしょうけ

ど、我々としては、こうやるともっとよくなるねという意味での、そういうチャンスとい

うか。 

○事務局  そういったご意見をいただく場として、美術館は非公募ですので、基本的に
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はそこの１団体が受けることになります。ですから、そこが考えている一種の事業計画書

の内容が、今おっしゃったように、十分それは市が考えている施策、また、市民サービス

の向上、利用の促進とか、例えばもっとこうしたらどうですかとか、こういうところが書

いてないのではないですかというご意見等もいただくことで。 

○部会長  何かほかには。 

 次に、議題２の「その他」ですが、議題２について、公開になるのでしょうか。 

○事務局  議題の２の「その他」については、非公開には該当いたしません。 

○司会  傍聴の方が１名いらっしゃいますので。 

 

（傍聴人 再入室） 

 

○委員  その間の雑件で、先ほどの市民ギャラリーは、何か策があって、展示場として

は、ギャラリーとしては何とも言えないと思ったのは、あれは共同住宅を改築しているか

ら、ああならざるを得ないんですね。 

○部会長  それでは、議題２の「その他」について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○事務局  それでは、今後の流れ等につきまして、最後の参考資料をご覧いただけます

でしょうか。 

 第１回の部会でも配布させていただいたものと同じものでございます。 

 ご説明いたしましたように、第３回、第４回は予定をさせていただければと思います。

そして、その第４回、１１月２４日が終わった以降でございます。都合４回にわたりまし

て、部会におきまして、委員の皆様に慎重にご審議、ご決定いただいた内容につきまして

は、部会長から選定評価委員会の会長にご報告していただき、その内容が、市民局指定管

理者選定評価委員会の議決事項となります。 

 市は、選定評価委員会の議決事項を踏まえまして、市として「指定管理予定候補者」の

決定をいたします。 

 その後のスケジュールでございますが、翌年、平成２３年１月上旬までには、市と指定

管理予定候補者とで協議を重ねた上で、一種の仮契約のような仮協定書を締結いたしまし

て、業者間での引き継ぎ等が必要な場合は、速やかに開始をいたします。 

 そして、２月に開催予定の第１回の千葉市議会定例会に、指定管理者の指定についての

議案を提出いたします。 

 議会の議決を３月の中旬ころでしょうか、まだ未定でございますが、経た後は、３月下

旬に、市と指定管理者の間で、いわゆる基本協定書を、本契約のようなものですが、締結

して、告示の手続を経て、平成２３年４月から、新しい指定管理者の管理運営をスタート

させることとなります。 

 以上でございます。 

○部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見、コメント等が

あれば、よろしくお願いいたします。 

○委員  ちょっといいですか。別に直接関係ないですが、議会にかけるというので、ち

ょっと聞いておきたい。指定管理者選定対象先というのは、要するに、３月の議会にかか
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るのは、全部で何件ぐらいになるんですか。これはもう決まっているんですか。１００ぐ

らいなんでしょうか。 

○事務局  全庁的にはかなりの数になります。市で公の施設としているものがかなりあ

ったと思いますが、その基本的には公の施設としているものについては、すべて指定管理

者制度を導入します。 

○部会長  １２月議会とかありますよね。途中で経過報告なんていうのは必要ないんで

すか。 

○事務局  今後の議会は、まず９月に今年の第３回の議会が約１カ月程度行われまして、

また、１２月の第４回議会が開かれます。指定議案として、先ほど申したように、２月に

上程するまでは、特に正式に議会としての部分はございません。ただ、それまで、その間

に、当然その選定委員会の進みぐあいとか、いろいろ質問等ではお話は出てこようかと思

いますけれども、それについては行っていくと思います。 

 また、市政だよりで、この９月１日号を、今のところ、予定しておりますけれども、こ

ちらの市民局分ということでなく、全庁的に、その公の施設の分として、指定管理者の募

集を行うということを公表して、大体９月には募集が始まりますよというお知らせが出ま

す。 

○部会長  ほかに何かありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○部会長  なければ、きょう、いろいろと議論を出していただいて、ご協力ありがとう

ございました。 

 本日の議題は、すべて終了しました。 

 それでは、事務局にお返しいたします。 

○司会  長時間にわたりまして、慎重なご審議、ありがとうございました。 

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

民・文化部会を閉会いたします。 

なお、次回の会議は、先ほどご説明しましたとおり、１１月２２日月曜日に第３回市民・

文化部会、１１月２４日水曜日に第４回市民・文化部会の開催となります。 

開催場所は、ここ中央コミュニティセンターの５階の会議室になります。近くなりまし

たら、開催通知のご連絡等をさせていただきます。 

委員の皆様、本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 


