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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３回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１１月２２日（月）午前９時半～午後５時 

 

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 

藤原市民部長、朝生市民総務課長、单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、吉川主事、土谷主事、平野主事、矢永主事 

志村中央区地域振興課副主査 

   仲田地域振興課長、田野地域振興課長補佐、深山交通安全係長、米原副主査 

 

４ 議題： 

（１）第１次審査の結果について 

（２）千葉市中央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）千葉市路外駐車場指定管理予定候補者の選定について 

 

５ 議事概要： 

（１）第１次審査の結果について 

  千葉市中央コミュニティセンター及び千葉市路外駐車場に忚募があった団体について、

事務局において、欠格事項に該当しないかを審査した結果、全忚募団体において該当事

項はなかった旨を報告した。 

 

（２）千葉市中央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 

  各忚募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を経て、指定管理予定候補者と  

すべき者を「シンコースポーツ株式会社」、第２順位を「株式会社千葉マリンスタジア

ム」として選定することを決定した。 

 

（３）千葉市路外駐車場指定管理予定候補者の選定について 

  各忚募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を経て、指定管理予定候補者と  

すべき者を「アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体」、

第２順位を「社団法人日本駐車場工学研究会、第３順位を「日駐管理・都市環境整備  

共同事業体」として選定することを決定した。 
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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、お忙しい中をお集まりいただき、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３回市民・文化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、市民総務課総務係長の野本でございます。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。 

 傍聴人の方はいらっしゃらないようです。 

 それでは、開会に当たりまして、市民部長の藤原からごあいさつを申し上げます。 

○市民部長  改めまして、おはようございます。市民部長の藤原でございます。 

 本来であれば熊谷市長がごあいさつすべきところでございますが、本日、所用により参

加できませんので、一言ごあいさつ申し上げます。 

委員の皆様方には、お忙しい中、第３回となる千葉市市民局指定管理者選定評価委員会

市民・文化部会に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、日ごろより、市政各般にわたり多大なるご支援、ご協力を賜っていますこと、心

より感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、本日、ご審議いただく中央コミュニティセンター及び路外駐車場につきまして、

７月末に開催した第１回の部会でご審議いただきました募集要項等により、９月２７日か

ら次期指定管理者の募集を開始し、現地説明会、質問の受付・回答を経て、１１月１日か

ら５日までの間に指定申請書を受け付け、第１次審査を終えたところでございます。 

 本日は、最終選定となる第２次審査を行っていただくわけでございますので、委員の皆

様方には、豊富なご経験と高いご見識により、的確なご選定をいただきますようお願い申

し上げまして、簡卖でございますが、あいさつとさせていただきます。 

 今日は、よろしくお願いいたします。 

○司会  次に、本日の配布資料ですが、お手元に配布のとおりでございます。 

 次第、席次表、会議資料、指定申請書類等、この指定申請書類の中で、路外駐車場の分

は午後にお配りしますので、今は配布してございません。 

 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。 

 本日の出席委員は、５名中５名ということで、過半数でありますので、「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、よろしくお願いいたします。 

○部会長  おはようございます。 

 皆さん、大変な思いで来られたかなと。僕も資料を見て、これは大変かなと思っていま

すが、今日、明後日は、心を入れてやらないとなと。 

 それでは、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。 
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 まず、本日の議題についてですが、中央コミュニティセンターと路外駐車場に係る指定

管理予定候補者の選定であり、非公開の案件になると思うのですが、事務局としてはいか

がですか。 

○事務局  議題１から議題３につきましては、参考資料３－２のとおり、非公開に該当

いたします。 

○部会長  それでは、議題１から議題３については、非公開とします。 

 それでは、事務局から、「第１次審査の結果」のご報告をお願いします。 

○事務局  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についてご説

明いたします。 

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

て募集を開始いたしました。 

 次に、１０月６日（木）ないし７日（金）に、各施設において、忚募者を対象として「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（金）から１４日（木）

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（金）に市ホームペ

ージに掲載いたしました。 

 その後、１１月１日（月）から５日（金）の間に、指定申請書等の忚募書類を受け付け、

事務局において、提出書類に不足や不備がないかどうかを確認するとともに、第１次審査

を行いました。 

 第１次審査は、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

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、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、の七つの項目について審査し、審査結果を１１

月１２日（金）付で各忚募者あてに通知いたしました。 

  続きまして、この後にご選定いただく「中央コミュニティセンター」、そして、午後に

ご選定いただく「路外駐車場」の第１次審査結果について、あわせてご報告させていただ

きます。 

 まず、「千葉中央コミュニティセンター」ですが、資料２－１をご覧ください。 

 １０月６日の現地説明会及び施設見学会には６団体の参加があり、このうち、１１月１

日から５日の忚募期間内に忚募があったのは、「シンコースポーツ（株）」と「（株）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２－２のとおり、事務局において、第１次審査の七つの審査

項目に該当しないかを審査した結果、２団体とも該当事項はございませんでした。 

 次に、「千葉市路外駐車場」でございます。資料３－１をご覧ください。 

 現地説明会及び施設見学会には１２団体の参加があり、このうち、忚募期間内に忚募が

あったのは、「（社）日本駐車場工学研究会」、「日駐管理・都市環境整備共同事業体」、「パ

ーク二四（株）・タイムズサービス（株）共同事業体」及び「アマノマネジメントサービス・

アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体」の４団体でございます。 

 この４団体について、資料３－２のとおり、事務局において、第１次審査の七つの審査
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項目に該当しないかを審査した結果、４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。今の説明で何かご質問ございますか。かなり、手

続をきちっとやられているなという感じで、忚募がいっぱいあったからすごく安心で、国

の場合も１者忚札という、２月、３月から、独立行政法人についてはまたやるということ

で、今日の分については十分。ただ、来た人で実際に忚募した人は尐ないんだけど、その

辺は様子を見に来たということで、やっぱり厳しいというか、その辺の感じというのはわ

かりますか。 

○事務局  その団体の個別の状況については、こちらでは計り知ることはちょっとでき

ないのでございますけども、申しわけございません。 

○部会長  ほかになければ、次の議題２の「千葉市中央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、ご説明をお願いいたします。 

○事務局  それでは、第２次審査の進行についてご説明いたします。 

 それでは、資料１の進行表をごらんください。 

 本日の部会では、午前中に「千葉市中央コミュニティセンター」、午後に「千葉市路外駐

車場」について、指定管理予定候補者の選定をお願いいたします。 

 選定の流れでございますが、まず、忚募者に１者ずつ入室していただき、最初の１０分

間で、忚募者から、職員紹介と提案書の骨子について説明がされます。その後、委員さん

から、忚募者に対し疑問点などについて質問していただきます。この質疑忚答の時間を約

２０分間とし、１者当たりのヒアリングの時間を合わせて約３０分間といたします。忚募

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、よろしくお願い申し上げます。 

 ヒアリングが終わりまして、忚募者が退室いたしましたら、次の忚募者の入室前に、約

５分程度ですが、お時間をとらせていただきますので、委員さん方には１者ごとに採点を

していただきたいと存じます。 

 そして、すべての忚募者のヒアリングが終了いたしましたら、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ま

して、資料４の採点表を確定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、委員さんごとの採点

表、これはお名前の記載のないものでございますが、それと集計表をお配りいたしまして、

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、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、

また、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、１回目の採点結果を

もって、部会として、忚募者の順位を決定していただきたいと存じます。 

 なお、採点表及び集計表につきましては、施設ごとの審査終了時に職員が回収させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、採点表と審査項目一覧ですが、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、一部ですが修正をいたしまして、事前にご報告させていただきました内



 

 ―５― 

容で、中央コミュニティセンターにつきましては、資料４及び資料５のとおり、本日、お

手元にお配りしいたしております。 

 また、実際に採点いただく採点表につきましては、別にお机にご用意させていただいて

おります。 

 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。 

 この「提案価格」については、事前のご説明が不足しておりまして、大変申し訳ありま

せんが、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。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局からの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  ちょっと関連で質問してよろしいでしょうか。 

 コミュニティセンターは問題ないのですけども、駐車場のマイナスというのは市にお金

を払うということですよね。それはどうやって計算するんですか。 

○事務局  それは、また後ほどご説明を。 

○委員  そのときに。わかりました。結構です。 

○部会長  ほかになければ、事務局案のとおりということで、時間も結構、中身大変だ

けど、僕も時間どおりにいくように頑張りますので、よろしくお願いします。 

 それでは、事務局から中央コミュニティセンターの点数を発表してください。 

○事務局  それでは、中央コミュニティセンターに係る「管理経費の低廉化」の点数を

発表させていただきます。 

 「指定管理者委託料」の額は、提案書様式３３号に記載のとおりでございますが、シン

コースポーツ（株）の指定管理者委託料は１億３，７８４万７，０００円、（株）千葉マリ

ンスタジアムの指定管理者委託料は、中央コミュニティセンター１億８４３万円と松波分

室の４，３３７万７，０００円を合わせまして、１億５，１８０万７，０００円でござい

ます。 

 この場合、シンコースポーツ（株）の指定管理者委託料が最低提案額となりまして、計

算式に当てはめますと、１億３，７８４万７，０００円を同額で割りまして、１０点を掛

けますので、シンコースポーツ（株）の点数は１０点となります。 

 お手数でございますが、お手元の中央コミュニティセンター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」のシンコースポーツの欄に、１０点と点

数を書き入れていただきたいと思います。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でございますが、シンコースポーツの提案額１

億３，７８４万７，０００円をマリンスタジアムの提案額１億５，１８０万７，０００円

で割ったものに１０点を掛けますと、９．０８０点となります。小数点以下を四捨五入し

て整数にしますと、点数は９点となります。 
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 お手数でございますが、同じく、（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きたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○委員  １０点満点の場合に、何か配点は５段階評価でやってくださいと書いてあって、

１０点、８点となっているのですけど、これは関係なく、１０と９でいいのですか。 

○事務局  この計算式に当てはめますので、これで結構でございます。 

○委員  あと、ほかの項目は、やっぱり８点、１０点という５段階評価ですか、１０点

満点の場合には。 

○事務局  そうでございます。 

 よろしいですか。 

 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、何かご質問はありませんか。 

ちょっと僕のほうから、これ、僕、シンコースポーツですか、指定管理者委託料は、マリ

ンスタジアムより、多いのかなと思っていたら、この松波分室があって、ということは、

シンコースポーツは、当然両方が含まれていると。それは確認している。これ、３，００

０万円も違うから、えらく違うなと思っていたんだけど、実数値はそれでいいんですね。

わかりました。 

 それでは、忚募団体のヒアリングを行いたいと思いますが、その前に何かありましたら、

よろしくお願いします。 

○市民総務課長  ただいま、採点等にご説明があったところでございますが、ヒアリン

グの前に２点ほど、私どものほうからご説明させていただきたいと思います。 

 ちょうど、今、お話が出ておりましたシンコースポーツさんの提案書の６０ページ、こ

の総括表の部分でございます。この欄につきましては、１、総括表、（１）収入、その下に

この表がございますが、一番上、①の指定管理者委託料、こちらの５年間分の合計をもち

まして、いわゆる判断の基準とさせていただくということで、ただいまご承認をいただい

たところでございますが、この指定管理者委託料と申しますのは、その下にございます、

（２）支出の上半分のところにございます、自主事業ではない、市が委託する部分の管理

運営経費の合計であります。管理運営経費①足す②という（Ｃ）という欄、こちらの額が

もととなります。こちらから、本来ですと、上の収入で見ますところの②の利用料金収入

（Ｂ）というものを差し引いて、かかったお金から利用料金で入ってくるお金を差し引い

たものが指定管理者委託料となる形でございます。 

 ただ、このシンコースポーツさんにつきましては、さらに、この③自主事業差益という、

自主事業による利益部分を、平成２３年度の欄で申しますと２６１万円ですが、この分を

差し引いた形になっております。そういった形で出ている①の指定管理者委託料というの

は、自主事業の利益を全額、市に初めから控除して入れてしまっているのと、事実上、同

じ形になってしまいます。ところが、今度は、お手数ですが、一番下の※４のところでご

ざいますが、「収入計と支出計に差額が出ておりますが、こちらは自主事業の差益分の額と

なりますので、差額は提案内容の比率で還元する計画が入っております」と注意書きが入

っています。つまり、この自主事業の収支の２６１万円については、上の表の中では全額、

やはり差し引いた指定管理委託料となるようにしておりますけれども、実際、下の注釈に

よれば、提案のとおり、自主事業の還元の様式１２号のほうに載っておりますけれども、
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シンコーさん側と市で、７割対３割で還元するという形になっております。これは、いず

れにしても、ちょっとその記述内容そのものが整合がとれておりません。ただ、いずれに

いたしましても、その経費の低廉化を採点するという意味においては、管理運営経費から

利用料収入のみを控除した額をもって指定管理者の委託料、いわゆる契約額になっている、

市が出すべき額と考えていくものではないかと考えております。 

 また、自主事業の差益のこの２３年度では２６１万円という部分については、還元の考

えがあるのでしたら、それは還元をするほうの採点項目のところで加味する要素として、

取り扱うべきものと考えております。 

 次に、尐し前でございますが、提案書の２９ページにございます、利用者支援の項目の

中に、いわゆるこの４階の、先日、見学していただきましたコミュニティセンターの受付、

それからプールの入り口等でございますが、そこにロビーがございます。ちょうどこちら

のエレベーターを通って、この５階のロビーになっている部分でございますが、そこに「ト

レーニング室」を設置するという提案が出ておりまして、こちらにつきましては、事前質

問において、お答えも来ているのですが、あまり内容的にはっきりとしたお答えにはなっ

ておりません。こうした中で、いわゆる市が市民の方から、このコミュニティセンターと

いう施設そのものとして利用いただく場合に、料金の設定を条例で行う必要があります。

現在使っているこの部屋も、従前無料でしたが、来年から有料化をするわけですが、この

料金設定とか、それから、あと、そもそも受付の前、そういった動線であったり、ロビー

となっている場所への設置というのは、現在のところ、私どもとしては予定しておりませ

んで、ほかの利用者への影響等から、ここへの「トレーニング室」の設置というのは、私

どもといたしましては、実施はちょっと困難と考えております。 

 以上でございます。 

○部会長  今のご説明に何かご質問はございますでしょうか。 

これ、ロビーのトレーニング室、建物の認可とか、何か制限はないんですか。 

○市民総務課長  例えば、いわゆる消防法とか、直接的に抵触する部分はございません

が、先ほど申しましたように、じゃあ、パーティションで仕切って使えるような、もし使

うのであればですけれども、そういったことを考える。そうすると、一般の方のロビーが

つぶれてしまったり、あと、受付の方々がいるすぐそばで、実際にかなり汗を流して運動

をしたりする場所であるべきかどうか。また、市として、条例化等、必要があれば行って、

市の負担というもので整備していく必要があれば、事業になるかと思われまして、現在の

ところ、提案のロビーでの設置は、その部分については、ちょっとこちらでは困難と考え

ております。 

○部会長  ほかに何か。 

 質問がなければ、忚募団体のヒアリングを行いたいと思いますので、シンコースポーツ

株式会社をお呼びいただけますか。 

 

（シンコースポーツ株式会社 入室） 

 

○部会長  それでは、シンコースポーツさんのヒアリングを行いたいと思います。 

 １０分間で、出席者の自己紹介及び提案骨子を説明してください。お願いします。 
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○シンコースポーツ  おはようございます。 

 本日は、プレゼンテーションの機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 私、シンコースポーツ千葉支店を管轄しておりますウチバヤシと申します。 

 まずは、出席者のご紹介からさせていただきます。 

○シンコースポーツ  おはようございます。 

 シンコースポーツ株式会社営業本部のモリズミと申します。本日は司会進行をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ  それでは、候補者のご紹介をさせていただきます。 

○シンコースポーツ  おはようございます。 

 総括責任者候補のサトウと申します。よろしくお願いします。 

○シンコースポーツ  おはようございます。 

 プール責任者候補のシバタと申します。よろしくお願いします。 

○シンコースポーツ  それでは、１０分間ということもありますので、時間に限りがあ

りますから、候補者の自己紹介を兼ねまして、ご紹介させていただきます。 

 サトウのほうから、お願いします。 

○シンコースポーツ  改めまして、よろしくお願いいたします。 

 私は、責任者候補ということで、千葉市中央コミュニティセンターのほうに赴任するつ

もりでおります、サトウと申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私が赴任した際には、こちらの施設をスポーツが一生涯できるような施設、それと、文

化としての発信のランドマークとして位置づけさせていただきまして、広く市民の方にご

利用いただくような施設づくりをしたいと思っております。特に、今、ご利用いただいて

いる市民の方、プラス、まだご利用になっていないお客様を多く誘致できるように努めた

いと思います。 

 特に私は、このシンコースポーツに平成５年に入社いたしまして、今に至るまで、新規

現場の立ち上げ業務に１１カ所、特に東北のほうから山陰までと、いろいろな地方を回り

まして、その地域、地域の特性ですとか、あるいは、ご利用になられる方の特性、施設の

特性などを生かした管理をさせていただいております。 

 こちらの施設に関して言いますと、市庁舎のすぐ横でもございますし、大変交通の便も

よろしく、地域住民の方も多く来られる施設だと思います。今、ご利用いただいている方

もそうですけれども、広く市民の方に広報をするとともに、新たな事業を展開していきた

いと思います。 

 特に私は、このシンコースポーツに入りまして、プールに携わるような管理業務、プー

ルの指導ですとか、プールにおけるウォーキング指導、プールの監視、それと、ウォーキ

ングなどの陸上での指導などにも携わりまして、広く市民の方たちにプログラムを提供す

ることができると思っております。もし、こちらのほうの施設で管理させていただけるよ

うな形になりましたら、そういった今までの経験を最大限に利用させていただきまして、

市民の方に協力いただき、賛同をいただき、よい施設づくりをしていきたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ  それでは、プールの責任者でありますシバタのほうから、ごあい

さつさせていただきます。 
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○シンコースポーツ  プール責任者候補のシバタです。よろしくお願いします。 

 私は、入社以来、千葉県内及び東京都内のスポーツ施設に勤務しまして、施設内の整備、

プール監視、水泳指導員、あと、受付、自主事業の企画・広報等、幅広い業務に携わって

まいりました。 

 新規現場の経験として、松戸市の体育館指定管理者となる際に、現場の責任者として立

ち上げに携わりまして、施設全体の管理運営を担当してまいりました。あと、東京都の中

央区月島スポーツプラザ勤務のときには、幼児水泳、児童水泳の指導員として業務に当た

っておりました。 

 現在は、千葉県内の松戸市にあります、和名ケ谷スポーツセンターで勤務しておりまし

て、プール監視員の教育、スタッフの労務管理及びトレーニングジムでの業務も行ってお

ります。業務に当たる際には、常に利用者の方への安心・安全な施設の提供及びスタッフ

の働きやすい職場づくりというものに努めております。 

 安心、にぎわい、くつろぎを実感できる施設づくりで、よりよい地域コミュニティ活動

の場を提供できるよう、これまでの経験を十分に生かして臨んでまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○シンコースポーツ  それでは、モリズミのほうから、事業計画書についてご説明をさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

○シンコースポーツ  それでは、まず初めに、簡卖に会社概要についてからお伝えいた

します。 

 設立は、弊社、昭和５３年になりまして、資本金は１億円、売上規模は、前年度まで 

５３億円となっております。社員数は全国で３４０名ほどとなっております。 

 メインの事業としましては、こちらのような公共のスポーツ、文化施設の管理運営及び

それに付随しますトレーニング指導や、介護予防運動等をしております。 

 具体的な運営実績としましては、現在は全国各地４１の自治体、８０施設を受託運営し

ておりまして、特に、お手元の資料のインデックス、提案書の中身の５ページをご覧いた

だきたいのですが、こちら、オレンジ色のインデックスのところの事業計画書の５ページ

を開いていただきまして、こちらに一部でございますが、現在の管理運営施設を載せてお

りまして、県内におきましては、柏市や鎌ヶ谷市、松戸市の施設を運営しております。 

 また、同じく、次の６ページにあります、こちら、関東ではありませんが、神戸の文化

センターや、一宮、愛知県になりますが、スポーツの文化センター、こちらのような同種

の施設を運営しておりまして、また、指定管理者前の実績とはなりますが、千葉市内の勤

労市民プラザ等も管理させていただいた実績もございます。 

 次に、事業計画書の中身について、簡卖に補足をいたします。 

 まず、大前提としましては、事業計画書の内容すべてが、現在まで、多種多様な施設管

理運営経験に基づく裏づけがある点でございます。弊社が行ってまいりましたさまざまな

施設づくりをベースに、さらに、よりよい施設づくりを実現してまいりたいと思っており

ます。そして、千葉市に根差した施設を目指すために、市民が主役の施設づくり、豊かな

文化・スポーツライフの実現、そして、安心、にぎわい、くつろぎを感じることができる

施設を指定管理の機会においてつくってまいりたいと考えます。 

 以上の大前提に伴いまして、お伝えしたいポイントを３点に絞らせていただきます。 
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 １点目についてですが、４ページにございます、八つの基本方針についてでございます。 

 こちらは、弊社の管理施設全般にも共通している重要な指針でもありますが、具体的な

事例で補足させていただきますと、例えば③のところ、安全で安心できる施設管理を行う

ことについては、全員にＡＥＤの講習を実施し、資格取得をさせ、有事の際はスタッフの

だれもが緊急対忚ができるようにいたします。 

 次に、⑤のところの地域連携による活気ある施設運営を行うことについてですが、プー

ルに関しては、安全講習会の実施や、水泳教室会の協力、そして、地元観光施設や宿泊施

設に相互にパンフレットを置くことや、地域で活動しておりますスポーツクラブや文化サ

ークル活動への協力として、活動場所の提供等を積極的に行ってまいります。 

 ２点目ですが、サービスの向上面のポイントでございます。 

 ２９ページをご覧いただきたいのですが、こちらにありますとおり、トレーニングルー

ムのリニューアルオープンも弊社は考えております。場所は、一つ下の４階の受付前のベ

ンチスペースを想定しておりまして、利用料金は、プールと同様、２時間３００円の設定、

更衣室やシャワーを共同利用にし、高齢者に配慮することはもちろん、より多くの人が利

用しやすい機器の導入をいたします。こちらにはトレーナーを配置いたしますが、有事の

際も、受付スタッフのフォローしやすい場所でもありますので、安全面にも十分に配慮い

たします。 

 また、自主事業の充実化を図りたいと思っています。 

 ４３ページと４４ページにも記載をさせていただきましたが、スポーツや文化活動の普

及、そして、施設利用促進の一環として、運動や文化活動に興味のない方へのアプローチ

が重要になると認識しております。この方々にも気楽に参加できるように、さまざまな自

主事業を計画しております。特に文化活動につきましては、１７ページにも記載いたしま

したＮＰＯ法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブにも協力いただく計画です。こち

らは、この施設の１階にございまして、施設の有効活用といった面においては、最大限の

効果を発揮できるものと考えております。 

 最後、３点目ですが、利益の還元方法については、３割を還元させていただく計画です。 

 以上、簡卖ではございますが、今回の提案内容の補足説明でございます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○部会長  終わりということで。それでは、私どもの質問を２０分間、これからさせて

いただきますが、まず、記載の中身をご質問させていただきますが、様式３３号のところ

です。３割還元ということなんですが、この様式３３号を見ると、収入で指定管理者委託

料、利用料金収入の下に自主事業差益が入っていますよね。この自主事業差益は、自主事

業収入と自主事業費用の差をここに上げている、その意味というか、どう考えて、ここに

入れられているのでしょうか。普通、こういう計算はやらないですよね。 

○シンコースポーツ  これにつきましては、私どもの考えとしまして、自主事業の展開

をまずさせていただいて、そこで実際にかかる経費と収入の差益というものが発生した場

合に、こちらのほうで、さらに市のほうの指定管理料の負担金といいますか、お支払いを

いただく金額に対しての圧縮を図るために、あえて、私ども、今回は収入面の中に２６１

万円という金額を入れさせていただいた次第でございます。 

 本来で言うと、今回の計画の中で、このような様式ではなかった部分があるのですけれ
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ども、私どもとしては、そこの部分は、さらに指定管理料を圧縮というところで、計画を

入れるために利益分をそこに還元させていただくといったような考えで明記させていただ

きました。 

○委員  関連してなんですが、提案書をずっと拝見すると、本当に世のため、人のため

ということで、余り御社の手元にはお金が残らない、こういう仕組みですね。 

○シンコースポーツ  なるほど。 

○委員  何のためにこの事業をやるのか、本社の社長の月給はどうやって払う仕組みな

んですか。御社の全体の仕組みとしては、どこで利益を確保する仕組みになるのですか。 

○シンコースポーツ  全体の仕組みとしましては、事業で実際にやはり利益というもの

はございますし、あとは、実際に、社員に対するお支払い、役員に対するお支払いという

ものに関しましては、毎月、月給制でお支払いをさせていただいて、適正に利益は出てい

ます。 

○委員  いや違うんです。聞いているのは、この事業をやっても、５年間でほとんど利

益が出ないですね、御社の手元に入るお金というのは。会社が成り立つんですかと、こう

いうふうな質問なんですけれども。 

○シンコースポーツ  成り立ちます。 

○委員  ということは、受注したらどこかにしわ寄せをするとか、そういうことはない

のですか。 

○シンコースポーツ  下の表にございます支出の部分で、管理運営費というところに項

目分けされてございますが、こちらの管理費というところで本社に。 

○委員  対する上納金になる。わかりました。そうすると、ここで出た支出と収益の差

額というのは市に還元して問題はないと、こういうことですね。 

 それとの関連で、全体のこの事業計画を拝見すると、いわゆる従来どおりの利用の中で

の収益というのは１％ぐらいですか、余り増えていかない。むしろ、自主事業で増やすと、

極端に言えば、そういう計画になっているように読み取れるんですけども、従来のような

やり方でこのコミュニティセンターというのをやっていると、もう収入は増えないよとい

う、こういうご判断があるということでいいわけですか。 

○シンコースポーツ  私ども、今までの実績値を見てきた中で、やはり伸び率というの

は計算してきました。まず、そこが大前提なんですね。そこから、私ども、５年間で５％

をまず伸ばそうという計画と同時に、新たな提案のトレーニングルームでありますとか、

自主事業の展開等で新たなサービスというものを設けて、市民のほうが施設を利用してい

ただいて、あえて、そこでまた循環をしていくということで、売上を伸ばそうという計画

ですので、おっしゃるとおりなんです。 

○委員  今のままでは、もう利用料収入は余りふえないよと、こういう一つの見通しが

あって、１％ずつ毎年ふやすのですか。 

○シンコースポーツ  １％の伸ばしというものに関しましては、基本的に、私ども、そ

れを最高値とは見ていません。今まで、全国で展開している指定管理者の実績の中では、

事業をスタートするに当たって、その１％というものが妥当性の数字だと考えております。

その中で、その１％を目標値に掲げながら、それ以上のものを目指していくというのが、

指定管理者業務に当たってのシンコースポーツの考えでもありますので、まず確実に、長
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期的なビジョンで考えた場合に、妥当性の数字として１％を掲げさせていただいたという

次第です。 

○部会長  先ほどの質問と関連で、その自主事業を収入に入れているところで、そうな

ると、全部市に還元してしまうのではないかと見えるのですが、それは。先ほど言った意

味で。 

○シンコースポーツ  これで事業を、まず最初に予算立てさせていただいて、収益のサ

イズとしてこうやって載せさせてはいただいておりますが、今のお話どおり、自主事業の

展開に関しましても、この数値よりもさらに上を目指して事業の展開をしていく考えでお

りますので、今の段階としましては、これ以上の利益をまず考えていると、目指している

というところで事業をスタートしますから、そこの部分に関しては、すべての利益を市に

ということではございません。ですので、しっかりと長期的なビジョンを考えた上での積

算になっております。 

○部会長  これ、先ほどの委員の聞かれた、管理費が約３，０００万円入っていますよ

ね。それは本部費用と。そうすると、その中に、いわゆる会社としての利益も入っている

ということは、当然、本部の費用も入っていて、これと上を見ると、何となく妥当な利益

を確保しているかなというようなので、今言った、この辺は全部お互いに分割しても大丈

夫よと。きちっと利益はもう確保していますという計算式になっているんですね。 

○シンコースポーツ  はい。ご理解いただければ。 

○部会長  ということは、僕、よくこういう委員をやっていて、提案を見ていると、ち

ゃんと利益を確保していないというのは、裏でいろいろとやっているのではないかという、

いわゆるきちっと利益を確保した上でということでないと、やっぱりおかしいねというふ

うに思うんです。 

○シンコースポーツ  事業としても、安定な事業を考えています。 

○部会長  ちょっと質問させてください。トレーニング室、先ほど質問したのですが、

実は僕もいろんなところを使っていて、個人で使えるこういうトレーニング室ですよね。

それが必要だなという気がして、今回も見ていると、見学していてなかったので、この提

案はすばらしいなと思うのですが、今、待合室か何かですよね。だから、あそこを使うよ

り、どこか空いた部屋とか。問題は、提案しているのだけど実際は難しいのではないかと

いうことなんです。僕、トレーニング室自体は、個人的にはいい提案だなと思うのですけ

ど、待合室というのはすごく重要な一つのスペースなので、その辺の考え方をちょっと。 

○シンコースポーツ  待合室イコール交流の場というところで、やっぱり市民の方々が

集まって交流するというところも、こういう施設の特性としては非常に大事だと考えてい

ます。各フロアの中で、私ども、今回はプールの横の部分での待合室というところで、ち

ょっと計画はさせていただいたのですが、逆に、その場所によっては、実際のところ、体

育館が設置をされている階の待合室というところもございますし、それについては、場所

に関しては協議をさせていただいた中で、一番、このお客様の流動的に動く、待合室とし

て一番機能が高いところをあえて避けて、設置をさせていただこうと思っていますので、

ここからは協議事項だと思っています。 

○部会長  いわゆるここにこだわらない。 

○シンコースポーツ  それよりも、トレーニングルームを立ち上げるということに対し
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て、新たにサービスが生まれるというところを目標とします。 

○委員  説明でも、提案書の中にも１階にあるＮＰＯ法人との連携をと書いてあるので

すが、これはもう全然別の団体ですよね。嫌だと言われたら。 

○シンコースポーツ  これは事前に協議をさせていただいておりまして、事務局の方と。

それは提案書に載せる件も了承いただいていますので、決まりましたら、ご報告をして。 

○委員  大丈夫というのですね。 

○シンコースポーツ  もちろん問題はございません。 

○委員  利益の還元のところで、もしさらに備品とかの整備とかもして、さらに余剰が

あったときに、風力発電にというふうに出ているのですが。 

○シンコースポーツ  環境ですね。 

○委員  環境なんです。ちょっとそれの連携というか、その関係が唐突というのか、よ

く見えなかったもので。 

○シンコースポーツ  今回、ご提案の中で、まず、備品の購入でありますとか、環境衛

生に対してというところで、あえて風力発電というふうに、ちょっと明記をさせていただ

いてはいるのですけれども、これはあくまでも一つの例でして、まず、ここの施設で１年

間事業をさせていただいた中で、一番市民に対して何がいいんだろうというところを、や

っぱり１年やるとわかってくると思うんですね。例えば、もう尐し修繕にかけたほうがい

いのか、もっと新たな備品を買ったほうがいいのか、そういった部分でも市民還元にはな

ると思いますので、そういったところで、環境であったり、備品であったりというところ

をまず大前提に、整備してから、利益というものが発生すれば、またさらに３０％という

考えでおります。 

○委員  さっきから出ているのですけど、ＮＰＯ法人と提携するというだけで、具体的

には一つも書かれていないので、わかりにくいのですけども。 

○シンコースポーツ  こちら、自主事業のところに記載させていただいたのですが、４

４ページをご覧いただきまして、こちら、今現在、自主事業のプログラムの一部、計画し

ているものを載せさせていただいたのですが、具体的な事業は、１階のＮＰＯ法人さんに

事前に提案をしていただきまして、こういうのをやりたいというところで伺っていました

ので、そちらの一部をこちら、人形劇でありますとか、男の料理教室やほっとサロン、楽々

子育て等のプログラムを計画しておりまして、こういったところは文化事業の自主事業、

こちらに協力いただく予定で、スポーツに関しては弊社で自主事業を運営したいというふ

うに思っております。そういう住み分けで考えています。 

○委員  自主事業は分かりやすいんですけど、それ以外、自主事業以外にどういうふう

にする、文化関係はどうするんですか。体育関係ばっかりですね、ご提案はどっちかとい

うと。自主事業はこの辺でありますけど、それ以外の普通の自主事業以外の仕事は。 

○シンコースポーツ  もちろん、今現在、行われているカルチャー教室ですとかそうい

ったものも、きちんと運営の中で継続できるような体制をつくりたいと思っておりますが、

一番大切なことは、市民の方たちにうまいぐあいに平等に提供できること、それをコンセ

プトに考えておりまして、私どもは、そういった利用しやすいような環境づくりというこ

とで、今後を考えさせていただいておりますが。 

○委員  それと関連して、先ほどの説明でも、まだ利用していない人へのというのがあ
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ったと思うのですけど、それに対して具体的な方策は。 

○シンコースポーツ  私どもが管理する中で、一番、施設のことを知っていただくのは

広報ですね。市報ですとか、そういったもの、あるいは、施設のパンフレットを公共の場

所、ほかの公共の場所に設置させていただいて、それを見ていただく。それと、新聞広告

ですとか、そういったものがやはり認知度としては非常に高いので、そういったものを利

用させていただきまして、今、こちらの施設をまだ使われていない方たちに広報していき

たいと思っております。 

○委員  まだ使っていない層というのは、具体的にどういうイメージとしてとらえてい

るんですか。 

○シンコースポーツ  恐らく、こういった公共施設ですと、私どもと大体同じような世

代、３０代、４０代の方たちが、まだ子育てに熱中されていることが多いので、そういう

方たちがまだ使われていないのではないかなというふうに予想はしております。反対に、

年長の方などは午前中にご利用になったり、午後にはご婦人層がご利用になったり、夜間

になって若干のサラリーマン層がご利用になっているのではないかというふうに予測して

おります。それ以外の方たちに広く広報をしていきたいというふうに思っております。 

○委員  私も、その若い層のほうは利用が尐ないような気がしているのですけども、そ

ういう層に広報とかパンフレットは届きますかね。 

○シンコースポーツ  広報、パンフレットは、あくまでも手段として一つなんですけど

も、一番の効果があるのは、実は口コミだと思っております。ですので、新聞チラシなど

を見ていただくのは大体主婦層で、割と子育てに安定して余裕がある方だと思うんですね。

そういう方たちからご近所に発信していただけるように、私ども、ご協力いただくＮＰＯ

さんのほうでもカルチャーの教室をやっていただきながらも、その脇でスポーツで、健康

に携わるような種目ですね、例えばウォーキング教室などをやると、その上の世代の方た

ちに伝達が行きます。その年配の方からご子息、若い世代のほうに伝わるのではないかと

いうことで、段階的な広報を考えておりますけども、割とほかの施設でも、そのやり方が

うまくいっているのかなというふうに認知しておりますので、そういった段階的な広報を

考えております。 

○委員  今の質問の関連で、こういうスポーツ施設、文化施設もありますけど、新しい

ものがぽんとできると、今まであった古いものはずっと利用者が減って、恐らくここも統

計をとるとそうなっていると思うんです。この施設は、全体的に、これは私みたいな老人

が入ってきても、くすんでいて、もう心華やぐ、浮き立つというような雰囲気じゃないん

ですね。もうほかに場所がないから、ここを使おうかというような意味が非常に強い。だ

から、恐らくご高齢のご婦人とか、そういう利用が非常に多いと思います。そういう問題

に対し、リニューアルも含めて、何かお考えはあるんですか。このままでいくと、さっき

お答えになったように、従来型の利用はもう頭打ちになりますから、何かそこへ付加価値

をつけて、自主事業をやっていかないと増えないと。そういうお考えは、本当に妥当だと

思うのですけども、そんなお金はないよということになるのかもわかりませんけども、こ

のままでやっていけるとお思いですか。 

○シンコースポーツ  もちろん、新しい施設に非常に魅力は、皆さん、感じられるのは

確かだと思います。私どもが管理している中でも、やはり同じような立地であっても、新
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しい施設にどうしても足が向くことは否めない事実だと思っております。ただ、きれいな

のと、それと、古びているというのはまた別のものでして、古びた中でもきれいであれば、

利用される方たちは気持ちよく利用されるというふうに思っております。 

○委員  十分な競争力があるというふうに。 

○シンコースポーツ  あと、もう一つ、補足なんですが、利用者の満足度を実際に高め

ていきましょうといったときに、やっぱり１００％の満足度を得るということは、どこの

施設でもちょっと難しいと思うんですね。施設の立地条件、あとは、実際にやっているサ

ービス向上、ソフトとハードという面を全部、両方合わせて１００％というのはちょっと

難しいと思うのですが、私ども、それをハードの面に関しましては、特に立地条件が非常

にいいものですから、電車からのアクセス、モノレールからのアクセスですね。あとは、

近隣にやっぱり住民が非常に多く住んでいるというところでは、広報活動をしたことによ

って、やはり周知徹底はできるであろうというところで、あと、そこがお客様が来られた

ときに、どうアプローチできるかというだけのものですので、私どもとしては、それはソ

フト面で、私どもの持てるノウハウを最大限出させていただいて、何とか満足度を上げて

いきたいというふうに思います。 

○委員  結局、広報はどこでもやりたいというか、結局は、来てみて満足する内容をど

うやって提案するかということだと。それについて、自主事業について、よく考えたなと

思っているんですけど。結局、内容を従来どおり、ただ同じことをやったのでは、いくら

広報しても人は来ない。 

○シンコースポーツ  そうなんですね。必ず利用される方たちにとってみれば、それぞ

れの方たちのニーズというのが必ずございます。そのニーズをいかにこちらのスタッフが

理解するかというところに重きを置くのがうちのやり方なんですけれども、私も責任者と

して入りますけれども、その中でも、必ず教室を幾つか手がけまして、直接、利用される

方たちの声を聞かせていただきます。 

 それと、利用者の満足度といったことで、アンケート調査なども行います。当然、私に

見えやすいことであったり、そうでなかったりということで、何通りかのニーズのとらえ

方をした上で、その方たちに、より快適な環境ですとか、プログラムを提供できるように

していきたいと思っております。 

○委員  それで、ニーズのとらえ方の一つとなると思うのですけど、運営懇談会という

のがされることになっていると思います。それに関しては特に書かれていなかったように

思うのですけれども。 

○シンコースポーツ  ここを運営していく中で、そのやり方というのはいろいろ編み出

していきたいと思うのですけども、例えば利用される方たちが集まりやすい座談会みたい

な、ほかの施設でやっていますのは、健康井戸端会議というような会議を開催しまして、

まず、集まっていただいて、健康にそぐうような悩みですね、例えば、最近、腰が痛いで

すとか、そういったところから、悩みを持った方たちを集めた上で、そういうカテゴリー

の懇談会をしていったり、あるいは、もう施設を純然たる使い方をしている方、プールな

らプールの利用の仕方で、最近どうであろうかということを、皆さんを集めてお聞きする

ような場面ですとか、そういったものの個別ですね。例えば、これからやるトレーニング

ルームは、こういうふうな使い方をしたほうがいいよとか、いろいろなその方たちだけの
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ニーズというのもございますので、そういう集め方もしていきたいなという。 

○部会長  時間が来ましたので、僕もまだ質問があるんですが、これで打ち切りにさせ

ていただければと思います。 

 ありがとうございます。 

 

（シンコースポーツ株式会社 退室） 

 

○部会長  それでは、採点を５分間ということで、よろしくお願いします。 

 

（採 点） 

 

○部会長  ちょっとお伺いしたいのですけど、ここ、すごく交通アクセスがいいですよ

ね。僕は市川市で、バスで２１０円のところで毎週行っていたんですけど、ここの利用率

は高いんですか。部屋がいっぱいありますよね。あれの稼働率は。 

○市民総務課長  稼働率としては、稼働率のとらえ方で大きく２種類ありますが、今、

１コマ４時間で、一日３コマ運営しているという、その卖位でいきますと、５割ぐらいの

感じです。 

 文化ホール等でよく使う稼働率というのは、一日の中で１回でも使われているコマがあ

ればという形で見ていくと、ほぼ１００％に近くはなってまいりますが、まだ空いている

コマ数が若干はございます。 

○部会長  この前あるシンポジウムで、世界銀行の日本人で副総裁だった西水美恵子さ

んですか、あの人が、東京は疲れる、田舎は元気と言ったとき、僕はびっくりしたのは、

普通、東京は元気、田舎はですよね。経済的にはね。ところが、東京は、皆、働かされて

疲れていると言って、田舎の人はみんな元気と言われ、僕も、実は田舎へ行くと、田舎の

人はすごく元気なので、だから、今日のこれを聞くと、僕も７時から９時までよくやった

んだけど、監査法人やると疲れるんで、１時間ぐらいすると、優しい顔になったねと言わ

れて、今の人、働き過ぎだよ、東京の人。 

○委員  利用状況は聞いたらだめなんでしょ。例えば、千葉市がここを使いたいと言っ

たときは、それが優先だと。その関係団体がその次に優先で、一般市民はその残ったのを

使うという、こんな使い方ですよね。 

○市民総務課長  そうですね。 

○委員  それをこういう団体の人たちに聞いたって、変えられないということですね。 

○市民総務課長  ただ、私どものほうで、これから候補者となった団体と協議を進めて

いくわけです。そうした中で、例えば基本的に、優先予約のプライオリティーとか、それ

から、減免に対する考え方とか、それは提案に沿いながらも、難しいことは調整させてい

ただく。もしくは、例えば先ほどのトレーニング室等についても、ちょうどご質問もいた

だいたところですが、多分、実際にそういったロビーをつぶしてやっていくということは、

多分なかなか難しいと思います。ですから、そこは協議していく上で、もし今の会社に決

まって、協議するとすれば、そういう点も。 

○委員  提案としてはあっていいということなんですね。 
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○市民総務課長  提案としては。 

○委員  実現するかどうかはともかくとして、提案としてはあって構わないということ

ですね。 

○市民総務課長  そうです。忚募するほうの方としては、なかなか、いろいろ行政の仕

組みとかは全部ご承知じゃないでしょうから、その料金設定がどのように必要だとか、市

としての方針決定が必要だとか、その必要性は、使う人、使わない人の公平感を保った中

で判断していかないといけないとか、そこまでは当然お考えを特にされないで、一番よか

れと思うことでご提案をされるでしょうから、したがって、今回、大変な量のご提案内容

が出ていますが、もちろんそれをできるだけ生かしてはいきますが、できることはもっと

やっていただける、逆に、できない点は、ちょっとその事情については止めていただく、

そういった調整は当然行ってまいります。 

○委員  ですから、自主事業の料金をとるか、とらないかというか、どうするかという

ことは、まだ協議の余地があるというふうに考えていいわけですか。 

○市民総務課長  自主事業もいろいろありますので、例えば、そのいろいろな講座等で

一般的に行われるものについては、もちろん、それも協議した上で承認していくことにな

るのですが、先ほどのトレーニング室ぐらいの大きな話になりますと、基本的には、自主

事業の範疇を超えていますので、私どもが、指定事業として、逆にお金を払ってやってい

ただく事業だと思いますので、その料金設定についても、ほかの市全体のコミュニティセ

ンター以外の施設との兼ね合いを見て決めていくべきもので、例えば、先ほどのように、

２時間３００円とかという案でそのままやっていただくわけには多分いかないと。 

○委員  協議の余地はある。協議事項だというご判断ですね。 

○市民総務課長  協議事項ではあるんですけれども、トレーニング室については、多分

協議の中では難しいですよという方向の話になるわけです。 

 個々、それぞれの事案によって、逆に、もっとこれを充実させてくださいとか、逆に、

その事業、提案を膨らませたり、そこは尐し残していただいたり、そこは、実際、対市民

の方とか、公平性とか、考えた上で市の施策も含めて協議していくということで。 

○部会長  採点はいいでしょうか。 

 それでは、次の千葉マリンスタジアムのヒアリングを行いたいと思います。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 入室） 

 

○部会長  それでは、千葉マリンスタジアムさんのヒアリングを行いたいと思います。 

 まず、１０分間で、出席者の自己紹介と提案骨子を説明していただき、そのあと、２０

分、私どものほうでいろいろ質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○千葉マリンスタジアム  おはようございます。 

 千葉市中央コミュニティセンター指定管理者忚募に対しまして、このような機会を設け

ていただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、本日の出席者の紹介をいたします。 

 まず、私は、株式会社千葉マリンスタジアム代表取締役社長のサイトウでございます。 

 続きまして、株式会社千葉マリンスタジアムの本部長のシバイリでございます。 
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 総務経理課長のアカガワでございます。 

 最後に、課長のヤマザキでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 それでは、私から、今回の提案内容の基本的な考え方について、ご説明させていただき

ます。 

 まず、提案書の１ページをお開き願います。 

 公の施設の管理運営のあり方についてでございますが、その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。

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。 

 それから、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ありま

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忚じ、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。 

 ２ページをお願いいたします。 

 地域活性化に寄与することと、その考え方でございますが、「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、市民のニーズに忚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、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。 

 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、私ども、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考えております。そこで、３点でございますが、

ちょうど真ん中の絵の下に、３点、項目をうたっております。 

 まず、１点目は、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、

市民の交流の機会を創出するとともに、他施設のにぎわいづくりにも貢献いたします。 

 ２点目は、身近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。 

 ３点目、広く網羅した情報ネットワークの窓口、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、幅広い分野に対忚する情報窓口として機能いたしま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 公の施設の管理に関する業務実績でございますが、まず１点目は、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月からは、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、その一方で、公
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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、数多く実施いたしました。また、現在は、指定管理者、株式会社千葉ロッテマリ

ーンズより施設管理全般を受託し業務を行いまして、国内の類似施設とのネットワークを

利用し、施設運営に関するさまざまなノウハウを収集できる体制を保持しております。 

 ２点目は、千葉市文化交流プラザの指定管理者でございます。 

 平成２０年４月より、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、会議場、宴会場、レストラン、飲食事業を

初め、音楽ホール運営や、スパ＆フィットネス管理運営を直営で行い、市民サービスの向

上に努めております。この千葉市文化交流プラザにつきましては、１０階建ての建物でご

ざいまして、８階から１０階はスパ＆フィットネス、それから、６階、７階がレストラン・

飲食、３階、４階が音楽ホールということで、文化施設、スポーツ施設、宴会場と、幅広

く事業を展開しているところでございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 コミュニティセンターの管理実績でございますが、この千葉市中央コミュニティセンタ

ーを初め、中央区の蘇我コミュニティセンター、花見川の幕張コミュニティセンター、美

浜区の高洲コミュニティセンター、美浜区の真砂コミュニティセンターということで、市

内の５施設、１分室の指定管理者をやらせていただいております。平成１８年４月から現

在まで、当社は指定管理者として、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、自主事業等を適正に履行し、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、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、安全で楽しく活気ある施設の実現に最大限の努力をいたします。 

 尐し飛びまして、２３ページをお願いいたします。 

 管理運営に係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、

ちょうど４行目に、利便性の向上とステータスアップというところでございますが、ちょ

うど２行目、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。 

 なお、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、利用による施設の务化、特に床、壁、そういう修繕で、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社の

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

たいと思っております。 

 最後に、利用料金収入と管理経費の総括でございますが、５９ページをお願いいたしま

す。 

 ５９ページの次のページが、提案書様式第３３号の収支計画書の総括表でございますが、

５４ページから５９ページまでが、中央コミュニティセンターと松波分室の管理運営経費

の積算根拠と使用料収入の積算根拠を示してございますが、平成２１年度実績をベースに
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算出いたしました。従いまして、指定管理委託料につきましては、平成１８年度から平成

２１年度までの決算では、残念ながら、千葉中央コミュニティセンターにおきましては、

毎年、当社は赤字でございました。平成２１年度決算におきましても、約８００万円の赤

字でございましたので、平成２３年度からの指定管理者委託料（Ａ）のほうにつきまして

は、その辺は是正させていただいております。 

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

くお願いします。 

○部会長  それでは、何か質問はありませんか。 

 まず、ちょっと僕、様式の部分で質問させていただきます。 

 様式第２号なんですけども、改善を図っていくことという部分で、特に強調したいとこ

ろはどの部分でしょうか。様式第２号の３ページ（１）のところでも、最後に管理運営の

改善を図りますとか。ちょっと僕も全体的に読んで、具体性がちょっとないかなという感

じは受けていたんですけど。 

○千葉マリンスタジアム  説明させていただきます。まず、（１）の市の情報を共有した

上で、管理運営の改善を図りますということでございますが、ややもすると手前勝手で、

我々の目線だけで改善を図ったり、市民の意見を聞かずに、どうしても修繕にしても、備

品管理にしても、行ってしまう傾向が見られることがございます。その中で、千葉市の所

管課と、それから市民の皆様と会って、情報を共有化しながら改善を図っていきたいとい

う意味で書いておるところでございます。 

○部会長  この様式では仕方がないんですかね、こういうあれはね。 

○委員  現在、ここの具体的なものでもいいんですけど、公共施設の課題が何で、これ

まで受託されてきて、これまで何がそのうち達成されて、これからまだ残されている課題

は何だと考えているかを教えてください。 

○千葉マリンスタジアム  ここの館でよろしいですか。 

○委員  ここでもいいですし、一般化して公共施設でもいいですが。 

○千葉マリンスタジアム  まず、平成１８年から、それまでは千葉市様の管理だったも

のが、指定管理者となって、私ども民間の企業がやらせていただきました。その間、５年

間経ってはいるんですけども、まだ民間企業がやっているというか、改善点がうまくつか

めていないところ、特に機動性が発揮できていない。例えば改修・改善、それから意見を

吸い上げて制度に調えていくとか、そういうところはまだ課題だと思っております。 

 もう一つは、改善された面というのはコスト面ですね。私どもがやり始めてから、人件

費にしても、それからお客様の声を吸い上げて、どんどん意見を反映していくという機動

性を発揮できたかと思います。ただ、申し上げたように、ハード的な面、それから、ソフ

ト面でも条例とか、そういったものに従って運営しているわけですけども、そこを変える

わけにいきませんけども、それの説明責任を果たしながら、皆さんに納得いただくという

のはまだこれからだと思っています。 

○委員  ハード面の部分って難しいと思うんですけど、私、千葉市民で、車でも自転車

でもここはよく通るんですけど、ここでこういうことが行われていることを全然知らなか

ったんです。何か空間的に閉じている感じがしますね。何かここは工夫の余地があるのか、

ないのか、ちょっと教えていただけますか。 



 

 ―２１― 

○千葉マリンスタジアム  今回、提案書の中に広報予算をとってございます。前回の指

定管理のときに広報予算はとっておりませんでした。今回は広報予算をとっておりますの

で、宣伝、こちらにこういう建物があって、こういう活動ができるということを広めてい

こうという意思を持っております。 

○委員  具体的な広報の方法は。 

○千葉マリンスタジアム  まず、市政だよりがございますし、それから、私ども、今、

５館の指定管理者を行っておりますので、全体的なパンフレットをつくって配布するなり、

それから、あと、京葉銀行文化プラザというのも管理運営しておりますので、そちらに置

いたり、そういったことで改善を図っていきたいと思っています。 

○委員  経営というか、赤字だったというお話で、それなんだけれども、赤字なのにな

ぜ申し込むかというか。 

○千葉マリンスタジアム  先ほどご説明しましたけど、コミュニティセンター全部で５

地区、５施設、今、うちはやっておりますけど、この中央コミュニティセンターだけが赤

字で、ほかのところは幸いにして黒字になっておりますので、全体をトータルすると黒字

になっておりますので、それをもし２３年度から実施できれば、この中央コミュニティセ

ンターも、要するに、黒字経営の形の中で運営していけるかなと、そういう考え方でござ

います。 

○委員  黒字化する方策というのは具体的に、さっき、ちょっと委託料を増やしてと。 

○千葉マリンスタジアム  そうですね。前回は１８年度で、人件費の試算間違いと、そ

れから利用料金収入の試算間違いがございまして、提案したところでかなりの赤字を私ど

もでなってしまったんですが、今回は新たに全部試算し直しまして提案してございますの

で、今回は黒字になるだろうという試算でございます。 

○千葉マリンスタジアム  卖純に言うと、人件費の計算ミスなんです。 

○委員  全体の計画を拝見しますと、いわゆる基本的なこの従来型のプールとか、体育

施設とか、この部屋とかのいわゆる利用収入、これについてはいろいろ意欲的な計画でい

いんですけれども、自主事業の部分が必ずしも意欲的ではないと、こういう感じがします。

ですから、何というのか、これは私の感じでは、もっと何でもやってやろうかというよう

な、限られた条件の中でそんな意欲が出てくると、非常に点数が上がるんじゃないかなと

いう気がしますね。 

 赤字か、黒字かというのは、委託料の算定で決まるわけですから、問題はどれだけのコ

ストをかけるかということだと思います。 

 いろんなところで、例えば苦情処理の問題とか、新しい考え方も入っているようですし、

それから、子育て支援の問題とか、随所でおもしろい企画はあるんですけども、従来扱っ

ていた中で、どうやって増やすかというところにこだわっているようで、それは悪いわけ

じゃないと思うんですけど、もうちょっと新しいところでもかせいでやるぞ、収益を増や

してやるぞというような意欲があると、非常に気分がいいなと、こういうことであります。 

○委員  具体的には、６０ページの収支の決算書ですけれども、これを見ますと、卖に

支出のほうで管理にかかわる備品経費というのが、ほとんど使ってないんですけれども、

この施設は結構年数もたって老朽化しているところがあるので、その辺のところは必要に

忚じて整備していかないと、なかなかまた利用も上がらないのじゃないかなという気がす
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るのですが、ほとんどそこにお金をかけてないですけれども、それはどういうご判断なん

でしょうか。 

○千葉マリンスタジアム  この施設は、管理に関しましては違う業者さんが行っていら

っしゃいます。清掃ですとか、それから施設管理関係。維持管理。 

○委員  維持管理はね。だけれども、この施設の備品等についての拡充は。 

○千葉マリンスタジアム  今現在、そこに書かれているのは、確実に必要なもので書か

れておりまして、一般管理費等がございますね。中の明細で一般管理費というのがござい

ますね。管理運営費の中の管理費。下の次のページを見ていただきまして、一般管理費、

年間で３３０万円ほど計上させていただいております。６１ページの管理費の欄の一般管

理費というところに、そこに３３０万円ほど計上させていただいているのですが。 

○委員  それがこの施設の。 

○千葉マリンスタジアム  委託費でちょうだいできるので、まず管理運営に関する備品

ということで、例えば自動発券機ですとか、レジスターとか、今回、利用料金収入になる

ものですから、そういったものを充てていただいて、そのほかに、一般管理費のほうで管

理費を充てております。 

○委員  ただ、その中でも、ここの管理費の中でも一般管理費というか、要するに、本

社の管理費用というのが大半ですよね。大半というか、何割ぐらいかな。４分の３ぐらい

ですよね。ですから、修繕とか、その辺にかかるお金というのは尐ないですよね。 

○委員  備品費の話でしょ。 

○委員  そう、備品費。最初、備品費ということで申し上げたらば、上の項目の管理費

の中から出ていますというお話だったんだけど、その中身を見ると、要するに、この清掃

費とかですよね。項目。見ているところが違うのかな。備品費。 

○千葉マリンスタジアム  管理費の中で一般管理費というのがございます。 

○委員  それは３３０万円ですよね。だから、その管理費というのは、要するに、本社

の費用とか、ネットワーク費とかですよね。だから、備品ではないですねという、リース

料はありますよ、コピー機とかの。だけど、要するに、ここの施設を改善したりとか、そ

れから、いろんなここに備えつけてあるものを充実して、もっと利用を促進するなり、部

分的にはリニューアルするなりというようなことが余り見込まれていないのは、どういう

ご判断ですかねというのが質問なんです。 

○千葉マリンスタジアム  今、部長のほうからも最初に話があったんですが、一忚現時

点で把握できているといいますか、確実性が非常に高い備品を一忚記載させていただきま

して、あと、毎年度、市と必要備品等の協議をさせていただいていますので、そのときに

改めて提案させていただければよろしいかなと思いまして、今回の部分については、とり

あえず全体の経費も膨らんでしまうというのもありまして、本当は卓球台とか、ほかにも

既に市のほうに要望を上げている備品は多々あるんですけれども、ごく限られて、本当に

必要最小限、現状の提案させていただいている最小限の金額という意味合いで、ちょっと

載せさせていただきました。もっと本来であれば遠慮なく載せればよかったところだとは

思いますけれども、委員のご指摘のとおりだと思うのですが、そういう形でございます。 

○委員  こんなこと、私の個人の意見を言ったってしようがないですが、さっき言った

自主事業はやや消極的ですねと、こう申し上げた。まさにご指摘のとおりで、新しい備品
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を買ったり、修繕すれば、結局、委託費が増えてしまうわけですよね。そうすると、競争

関係の中では不利になると。だから、載せないで、どこか後でこれをやるのかという、何

かそんな疑いを。 

○千葉マリンスタジアム  決してそういうことじゃないですけれども。 

○委員  いやいや、もう堂々と、私たちは市民のためにいいサービスを提供するんだか

ら、これだけは絶対に必要なんだ、だから、これだけ委託料をくださいと、こういう意欲

があったっていいんじゃないですかね。 

○部会長  この提案を見ると、いわゆる施設をただ提供すると。僕もいろんなところを

利用して、官の場合は安くて、民を探したらすごく高いんですよね。ただ、一方で、市民

のニーズとしては、例えばパソコンとか、健康とか、地元にそういう先生がいれば使うよ

と。だけど、足りない部分を調査して、それを自主事業とかでやらないと、という気もす

るのですが。それと、やっぱり民業圧迫になってしまうんだけど、パソコンとかはそうで

もないんだけど。ある種のものはこっちでやると、やっぱり低収入の人の支援になるとい

うか、そういう今言った、委員も言われた積極性の部分というのが要るのじゃないのかな

という気がする。せっかく立派な施設、利用価値があるんだから。その辺は。 

 ちょっとこれ、関連して聞きたいんですが、僕もこういう民間のいろんな委員をすると、

やっぱり官と民の違いで、ちょっと官が強過ぎる提案書かなというふうに僕は受けるんで

すよ。今言った抑制のきいたというか、もうちょっと出てくるとか、そういう意味では民

間の方は余りおられないわけですか。 

○千葉マリンスタジアム  もう全部民間でございますので。 

○部会長  何となく、こんなことを言っては失礼ですけども。 

○委員  社長は千葉市のＯＢですけども、ほかはみんな民間の方ですね。 

○千葉マリンスタジアム  そうです。みんな、民間出身でずっとやってこられていまし

て、ですから、一番、中央コミュニティセンターの今は館長でございますが、一番市民の

声をよくご存じの方でございまして、そういうものをうまく反映できるように、今回つく

らせていただいたんですけれども。 

○部会長  何となく、これ、失礼かもしれないけど、やっぱり先ほど言った抑制がきき

過ぎているから、もうちょっとという部分が、何となく読んでいて感じていたんです。 

○委員  積極性がちょっと問題かなという、部会長の意見ですね。 

○委員  千葉市にもお伺いしますが、この中で飲食はだめなんですか、４、５、６階の

中で。プールやっておなかすきますね。剣道やっておなかすいたら、ちょっとスナック類

のものは。 

○市民総務課長  この部屋の中では。 

○委員  部屋というか、このコミュニティの４、５、６階ですか、この中で。 

○市民総務課長  ロビー等では大丈夫でございます。 

○委員  そういうものを売ってもいいわけですね。 

○市民総務課長  そうでございます。 

○委員  しかるべき許可をとればという。 

○市民総務課長  そういう手続を踏んで、かつ、それが適正な額というか、また、適正

な場所等でやるということで、お話を協議する。 
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○委員  自販機があって、ジュースをボトルで飲んでいるんだから、構わないですよね。 

○市民総務課長  一種の売店のような行為もできなくはないです。 

○委員  先ほど、市民の声を聞きながら改善していくというお話だったんですけど、こ

れまで市民の方の声を聞いて、具体的にここを変えたとか、こういうものをつくったとい

うのがありましたら教えてください。 

○千葉マリンスタジアム  今後の部分も含めてなんですけれども、例えば、今回、体育

施設で回数券の導入というのが新たに提案事項として行っている部分があるのですが、こ

れも、我々が１８年に開始した当初から、広く要望のあったことでございまして、それに

ついては、今回、そういった対忚が可能になったと。 

 あと、これも今後のことなんですけれども、利用申し込みについても、窓口一本という

のは非常に不便だという声が多々ありまして、ファックスや、電話や、インターネット等

で申し込みができないものかというような声も多々聞いておりました。これもなかなか、

現管理時点では実現できなかったのですが、今後、そういった形で、千葉市さんのほうに

も声が行き届いて、対忚を図っていただけるというような形になっております。 

 あと、比較的要望が多いのが空調とかなんですね。空調の機器が、施設的な問題もある

とは思うんです。設備的な問題もあると思うんですけれども、なかなかちょっと思わしく

ないということで、ただ、我々、実際にその空調の管理とか、設備の管理のほうはさせて

いただいていないものですから、その辺はうまく利用の方に納得がいっていただくような

説明をしておる次第です。 

 あと、実際に今までやった部分としましては、自主事業の一つとして、血圧計をロビー

に設置してあるんですけれども、これは市民の皆様の声が結構多くあったものですから、

私どものほうでやらせていただいたというようなものがございます。 

○千葉マリンスタジアム  つけ加えて、パソコンの閲覧を１８年度から、当初のときか

ら、ロビーに２台設置しております、私どもで。ですから、本来、１０何台とか置いて、

カルチャーとかという話もあったんですが、ちょっとそこまではいきませんでしたが、ロ

ビーに２台設置して、自由閲覧ができるようにしております。 

 先ほどの自主事業の問題でございますが、私ども、京葉銀行文化プラザでスパ＆フィッ

トネスというような、いわゆるカルチャー、ヨガですとか、そういうものをやっておりま

すので、これから体育館の利用者を疎外しない程度で、そういったものを入れたいとは思

っておりました。ただ、ここに記載すると、利用者の疎外になるということがありまして、

カルチャー教室ですとか、教室的なものをここでやっているのは、ちょっと授業料を取っ

て行っては余りいけないということがございますので、多額でですね。そういうことがあ

りましたので、そこはちょっと記載をしませんでした。 

 もう一つは、利用の還元ということで、先ほどの備品等があったのですが、今の提案で

は最小限、委託費が最小限になるようなことをしてやらせてございまして、利用料金も８

０％というようにして、結構抑えております。その抑えた分で、今度は逆に収益が上がっ

た分で、利用の還元ということで、備品なりそういったものを購入させていただければと

思っております。 

○部会長  ほかはどうですか。 

 なければ、時間が来ましたので、今日はありがとうございました。 
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（株式会社千葉マリンスタジアム 退室） 

 

○部会長  それでは、採点をお願いします。 

○事務局  採点時間なんですが、今のマリンスタジアムさんの仮採点に５分、２者分の

本採点で１０分ということで、よろしくお願いします。 

○市民総務課長  先ほどご説明させていただいた件につきまして、ヒアリングの中でい

ろいろご質問等をいただいたところでございますが、まず、先ほど、指定管理委託料に自

主事業差益を含めて計算している部分については、先ほどの業者さんのお答えを聞いてい

る範囲では、自主事業差益についてはすべて還元すると。あのままで合っているんですと

いうお答えだったかと思います。そうであるとすれば、それはそれでよろしいことなんで

すけれども、ただ、いわゆる自主事業の差益の部分を、今回では２者ですけど、比較して

いく上では同じ土俵ではなくなってしまいますので、自主事業分を入れない額で採点欄に、

その低廉化の採点欄については、逆に足した額で計算をし直していただくほうがよろしい

かと思いまして、また、今回、２６１万円を還元するんだというお話がございましたので、

それを今度、利益の還元のほうにご考慮をいただいて、ご採点いただくような形になるの

かと思います。 

 それから、トレーニング室の関係でございますけれども、先ほど、条例の改正とか、ほ

かの施設とのバランス等もいろいろございまして、市では設置する予定は難しいと考えて

おります。もちろん、その業者さんが、もし、シンコーさんと協議をするような形になっ

たときは、その協議の中でお話し合いをしていきますけれども、提案として、実際、その

部分について受けとめていくのは、現況ではちょっと厳しいかなと。ただ、それは、今後、

市民の方のいろいろなお声であったり、この５年間の契約期間の中で、こういうことを市

としてやっていく必要があれば、自主事業ではなく、指定事業として、市のほうから指定

管理委託料の若干増額をしても、逆に行っていかないといけないということがあります。 

 以上でございます。 

○部会長  いろんなマシーンを入れるということですよね。自分で持ち込むということ

なんですか。買えば結構高いと思うんですよ。 

○市民総務課長  そうです。それは多分ご専門の会社でしょうから、いろいろその部分

ではご用意等もできるのかもしれませんけども、それで、先ほど、委員からお話ございま

した運営懇談会につきましては、今回から市がきちっと責任を持って、利用する人、利用

されない人も含めた、利用者の立場から懇談会のほうを開催していく予定としておりまし

て、そこで出たご意見については、指定管理者に、かなりはっきりと反映をしていただく

ように、市から働きかけていく。また、指定管理者がコミュニティ祭りの実行委員会につ

いては、今度、指定管理者側で今回から運営していただくように立ち上げていただきます

が、それは、今度、実際に利用されている方々を含めた祭りの実行委員会の中で、一番効

率的、効果的な事業展開ができるように、それを指導していきたいと考えています。 

○委員  だから、その公共性とか市民参加というのをちょっと書いてあったりするんで

すけど、大体、何か建前的になっているというか。指定管理にするときに一番失われやす

いところじゃないかなと思っているんですけど、運営懇談会については、何か市が設置し
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ていると書いてあるのは見ていましたけど、提案してもらうような方向性をとっていった

ほうがいいんじゃないかなと思います。 

○部会長  今の課長の説明で、管理経費の低廉化の点数の変更がある、その説明をちょ

っとお願いします。 

○事務局  それでは、私から説明をさせていただきます。 

 指定管理者委託料の額でございますけども、先ほどの提案書様式３３号に記載がござい

ますが、シンコースポーツ株式会社のほうの指定管理者委託料でございますが、先ほどの

１億３，７８４万７，０００円に、自主事業差益額１，３８３万５，０００円をプラスい

たしまして、１億５，１６８万２，０００円になります。それから、株式会社千葉マリン

スタジアムの指定管理委託料のところは、先ほどの１億５，１８０万７，０００円でござ

います。この場合でも、シンコースポーツ株式会社の指定管理者委託料が最低提案額でご

ざいますので、これに計算式を当てはめますと、提案額１億５，１６８万２，０００円を

同額で割ったものに１０点を掛けますので、シンコースポーツ（株）の点数は変わらず１

０点ということになります。 

 続きまして、再計算しました（株）千葉マリンスタジアムでございますけども、シンコ

ースポーツ（株）の再計算後の提案額１億５，１６８万２，０００円を（株）マリンスタ

ジアムの提案額１億５，１８０万７，０００円で割りましたものに１０点を掛けますと、

９．９９１点となります。それに小数点以下を四捨五入して整数にいたしますと、点数は

１０点となりますものですから、大変申しわけありません、お手数でございますが、先ほ

ど記入していただきました（株）千葉マリンスタジアムの管理経費の低廉化の部分でござ

いますが、９点から１０点ということに点数を書き直していただきたいと思います。申し

わけございませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○部会長  それでは、よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局が今の結果を集計して、コピーをいただきますので、１０分間の休憩

とさせていただきます。 

 

（休 憩） 

 

○部会長  それでは、議事を再開します。事務局から採点結果を発表してください。 

○事務局  それでは、ただいまの千葉市中央コミュニティセンター採点集計表について、

ご報告を申します。 

 お手元にお配りしてあります採点集計表をご覧くださいませ。 

 まず、シンコースポーツ株式会社、各項目の合計点でございますが、５９７点、平均点

の合計が１１９．４点になります。 

 続きまして、株式会社千葉マリンスタジアム、各項目の合計点が５７８点、平均点の合

計が１１５．６点となります。 

 したがいまして、シンコースポーツ株式会社が順位１位、株式会社千葉マリンスタジア

ムが順位２位となります。 

 以上でございます。 

○部会長  それでは、この集計結果で何か意見がありましたらお願いします。 
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 １位、２位と、あるいは採点、最終的にはいろんな意見があれば、採点し直しとかも出

てくるかしれないですけど、このままでいくか、あるいは、疑問に感じているところ。 

○委員  私は疑問に思っているんですけど、ちょっと伺っていいですか。シンコーは全

体にセンスはいいなとは思ったんですけど、もう一つは、文化関係はもうみんなＮＰＯに

丸投げですと。具体的な提案がないんですよね。それをどう評価するかがどうも自信がな

くて、うやむやにして点をつけて、どっちかというと、シンコーのほうがという結果にな

ったかもしれないですけど、これを全部見て文化関係を全部２割減にすると、逆転してし

まうなと。それを皆さんはどう考えてあるかなと思って。 

○部会長  やっぱりここはスポーツという名前がついていますので、スポーツのほうが

強いですね。 

○委員  文化関係はどうするのか。ＮＰＯ法人がちゃんとやるでしょうというだけで、

提案らしいものがない。自主事業は細かく書いている。それが全部抜けちゃっているので、

それを皆さんはどういうふうに考えられているのかなと思って。 

○部会長  僕も、今言ったような、どっちにもというのがあるから、僕は比較的、結果

的にはニュートラルな採点をしたというふうに。 

 文化のところが弱いことは確かですね。 

○委員  もう、任してあるというだけで、具体的には提案はないんです。 

○部会長  だから、もしここを選んだ場合は、それだけの附帯意見か何かをつけないと

いけないかなというのと、マリンスタジアムは、この採点し直しでひっくり返ったら、や

っぱり自主事業をもうちょっとというのが大きい今の差かなというのは、継続性とか、ト

ータルの能力は、まあまあ両方ともね。大きな差といえばそうかなと。 

○委員  継続性というのは、両者とも同じような能力があるのではないかなという印象

なんですね。それと、あとは従来を尐し変えていこうという姿勢、これがこういう差にな

ったのかなと思うんですけどね。 

○委員  ぱっとこれを見ると、点数の差はこれでいいですけども、委員の中で、シンコ

ースポーツのほうに高い点をつけた委員が２人、それからマリンスタジアムに高い点をつ

けた人が２人、全く同じ人が１人、委員の数で言えばそうなるんですよね、これを見る限

り。点数差はある委員が高い点をつければ、とても差がつきますから、こうなるんですけ

ども。 

○部会長  最終的にどっちかという感じになるのかなというのかもしれないけども。 

○委員  見ていると、作文能力はマリンスタジアムがよくできているな、国語のテスト

で言うと。具体的にどうやってやるかというのは、どっちも、一忚シンコースポーツが経

験があるので、やることはちゃんと、お互いにやることは同じであると。現状でやるとし

たらね。そう変わらないのではないかなという印象を受けたんですよね。 

○部会長  僕なんか、シンコーにやってみるのもおもしろいかなというのと、マリンス

タジアムに附帯意見をつけて頑張らすのもいいかという、僕は両方、どっちかなという感

じなんですけどね。 

○委員  これは、今回決めたら５年間するんですよね。 

○委員  もともとあんまり差をつけないできて、同じぐらいだったら続けるほうがコス

トがかからなくていいのかなと思っていたんですけど、先ほどのやりとりの中で、これま
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でやってきたことの先にもうちょっと新しいものが生まれそうな気がしなかったので、や

っぱりここは何か新しいほうに、うまくいかないところもあるかもしれないですけど、変

わることの期待をしたいなという感じでおります。 

○部会長  今、千葉市の中で五つぐらいやっているじゃないですか。全部、どこかへ変

わってしまうのはかわいそうなんですけど、ここが一つぐらい変わるのは、非常にマリン

スタジアムにとってもいいのかなという気はするんですよね。 

○委員  全部一緒にやっているということの有利性というのが余り生きていないような

気もするんですね、提案の中にね。五つやっているのにね。 

○部会長  この順位でいくか、さっき言ったように、いろいろと附帯意見をつけないで

いいのかとか。損害賠償の部分も、最終的にはきちっとやらないと、事故が起きたときに

大きい。本当に基本的に悩むところなんでね。個々に採点でどうというよりね。 

○委員  先生のおっしゃったところが一つのポイントだと思うんですね。スポーツ施設

よりも、こういうサークルとか、部屋の管理、これをどう増やしていくかとか、利用を増

やしていくかと、その辺のほうが、やっぱり市の行政の観点から言えば、非常に大切な部

分だと思うんです。だから、その点をどう評価したらいいのか。全部ひっくるめて利用率

を上げると考えるのか、スポーツジムとか、スポーツの相談員を置くとか、スポーツの物

販をやるとか、そっちのほうへかなり力点が入り過ぎてしまっているなという気がします。

私の場合はそういう採点でやって濃淡をつけたつもりですけどね。 

○部会長  僕なんかが美術館へ行ったり、音楽会へ行っても、大体どこでもそうなんで

すけど、３０代、４０代がいないんですよ。だから、今の５０代はだめだと言っているん

ですよ。働き過ぎなんですね。だから、逆に言うと、やっぱりそういう人たちがこういう

ところで休養する場を、やっぱりそれなりのレベルよという部分にしたいので、そこのと

ころをどう。ここを僕は質問しなかったんですけど、僕が行くところとか、隣の市は、市

としていろんなことをやっているんですね。僕は気功を習っていたのですが、国が補助金

を出して、１０年間、ずっと補助金を出して育成したんですね。だけど、実は、結果的に

見ると、個人に取られちゃったんです。個人の有能な人に。それを見ていた隣の市川市は、

結局、インストラクターというのを民間からこうやるわけでしょう。そうすると、半年ご

とに教室を変えていくんです。いわゆる市が積極的にそういうことをやらないと、やっぱ

り個人の持ち物、生徒さんは個人の持ち物になってしまう。そういういろんな部分があっ

て、こういう意外と難しいんだという気はしながら、聞いているんですけどね。だけど、

一方では、やっぱり大事だねと。僕なんかもいろんなそういう団体を見ているから、非常

に問題が多いんですよ。だから、ある意味では、こういう指定管理者に市がもうちょっと

介入してもらいたいという部分も、僕なんかは感じている。管理としては任してしまって

いいけど、中身について、もうちょっといろんな、例えば市の協議会みたいなとか、そう

いうものが要るのかなという気はしているんです。 

○市民総務課長  先ほど申し上げましたように、懇談会も市の責任において行いながら、

かつ、できるだけ利用する方、また、利用しない方のご意見も含めて、そういう方のお声

をその指定管理者に反映させるように努めていこうと思います。 

 今、お話ありましたように、どういう施設なんだということを十分指定管理者のほうに、

市の施策、公の施設ですから、市民の方の財産ですから、そのあたりは指定管理者に、尐
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なくとも、市の考える方向性とか、公益性とか、公平性については、強く求めていくよう

に、来年の４月からということで、さらにそれを強めていくこととはしております。 

○部会長  僕なんかは、例えば西洋美術館、上野にあるね。あれ、いわゆるブッキング

にものすごく熱心なってしまったんです。昔のほうが落ちついていたねと。よくなったの

は、食事がみんなどこもいいんですね。大体美術館というと、食事が意外によくなってき

て、昔は大体おいしくないって、そういう意味での、いわゆる前よりもよくなってきたな

という部分で、今回、ここが、ある意味、僕、市からしたら、どういう方向に持っていく

かというので、ここの選定も大きく変わるかなというような気もしないでもない。 

○市民総務課長  今回、募集要項等で、従前に比べて付加した部分の一つとして、市民

サービスの向上、それから、その市民の方の利用者の支援についての方策、それから、い

わゆる利益等の還元であったり、要するに、市民の施設をいかにうまく皆さんのニーズに

合わせて回していただいて、一番市民の方に身近な親しめる施設として、より根づいて、

快適に過ごしていただけるようにということを、今回、尐しでも改善していければという

ことで、議会へのご説明も含めてしています。 

○部会長  これ、もう極端に言ってしまうと、市から出す費用はほとんど同じじゃない

ですか。そうすると、今度は市民側にとって、非常に質のいい場を提供できるかどうかと

いうことになるのかなということで、ある程度の金の差があればあれだったかなと思うん

です。 

 どうしましょう、これ。これでいきますかね。それとも、何か不安もないわけでもない。 

○委員  だから、あとはやっぱり市のほうがどういう形で指定管理者と関わりを持つか

ということですよね。ここの施設を利用していくに当たって、もう尐し積極的に市民サー

ビスの向上のために、例えば、今、あそこでも何人の方がちょっとお子さん連れて休んで

いるんだけれども、でも、あのちょっとショーケースなんて、何も入れてないんだったら

外してしまえばいいのにとか、ちょっと歩いただけでも思いますよね。そういうようなと

ころの全体のこの施設自体の整備、それにどれぐらいお金をかけるのかというようなこと

も含めて、指定管理者とどういうような形で協議をしていくのかということも、やっぱり

この施設の利用率を高めるのに生かすという上では大切だと思うんですよね。今回の忚募

のときに、その辺をどこまでお話しされているのかというのはちょっとわかりませんけれ

ども、だから、そういうようなことも踏まえて、今後、どういう方向にこの施設の運営を

持っていくのかということですよね。 

○市民総務課長  いわゆる部屋代も低廉ではありますが、有料化していきますので、市

が、本来、大家として負担すべき、若干でも快適に過ごせるように、尐しきれいにすると

言うと変ですけども、そういったものとか、あと、備品類をもう尐し充実させていく。必

要な修繕をやっていく。それから、ここですと、例えば図書室とかも、今、余り有効には

活用されていないですが、図書室についても、きちっとそういった運営を行っていただけ

るようにということで、現在の指定管理期間よりは、尐なくても、かなり満足度等を上げ

られる方向で、お願いする私どもも、受けていただく指定管理者とも十分協議をしながら、

できるだけ効率的な事業展開に立っていきたいと思います。 

○部会長  今、民間委託とか、そういう民営化ってやつなんですけど。海外を見ると、

大体すべてが民営化するということはないんですよ。やっぱり官が一部やらざるを得なく
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て、やっぱり半々とか、多くても民営化した部分は４分の３ぐらいとか、だから、僕はこ

うすればいいなというのは、もう大変だから、半分ぐらいは民営化してしまえと。ただ、

残しておかなきゃだめだというのもあるんだよと。今、そういうことを言わないでいくで

しょう。だから、僕なんか、例えばマリンスタジアムがこのコミュニティセンター、今、

千葉でやって、最終的に、ある意味では半々とか、過渡期では３分の２ぐらいがスタジア

ムでという感じでいったほうがいいけど、今の全体的な方向としてはどうなんですか。み

んな、これが、今、五つ持っているけど、もう民間がやっているところもあるわけですか。 

○市民総務課長  マリンスタジアムも、先ほど忚募されている方も言っていたように、

民間なわけですけれども、マリンスタジアムがとっているところ以外は、１カ所を除いて

すべて民間会社です。 

○部会長  どうでしょうか。 

○委員  全体の得点差というのは３．８点ですよね。１項目でどなたかがぱっと２点違

うとひっくり返ってしまうような点差ですね。それから、委員の数は、得点差はあるにし

ても、２対２という全く同じ、こういう具合になっているんですね。そんなことをこの指

定管理で考えるのはいかがかと思うけども、例えばこれをぱっと見ると、正社員が２名と

嘱託、契約社員、結構人がいるんですね。これを、確かにシンコースポーツは引き継ぎま

すよと書いてはありますけど、円滑にいくかどうかなということがあるので、大差があれ

ば、先生が言ったみたいに変えてみるというのは非常にいいことだと思うんだけども、こ

のくらいの差で変えるということの混乱のほうがむしろ大きいんじゃないかと、こういう

感じを持っています。 

 ただ、このままでいいかというのは、ご指摘のあったように、もうちょっと変えていけ

ばという意見がいっぱいあるわけですね。その自販機の反対側に事務室があるんだけど、

扉は開けっ放し、中は何だか労働組合の事務局みたいな書類が積んであるみたいなのが外

から見えてしまうとか、やたら紙が扉のところへ張ってあって、中が見えないようになっ

ているとか、非常に印象として悪いなと思うので、そういうものを変えなさいというよう

な附帯条件をつけて、現行どおりということが無難なのかなというのが私の意見です。 

 ただ、先生の意見もあるので、本当に悩んでいるんですね。どこかで変えていかないと

変わらないよという、その考え方は正しいんだけども、このくらいの差で変えるリスクの

ほうが大きいんじゃないかなという気がします。 

○部会長  これはあれですよね、交渉権を与えるんですね。今言ったように、いろんな

附帯意見を出した場合に、できないよと言ってくる可能性もある。そういう意味では、こ

こはこういうことをやるんだったらいいよという意味で、これは、実は東大がやっている

んですよ。いろんなところで言うんだけど、取り入れてくれないんですよ。なかなか公の

場合は無理だとか、ここの場合はいいと思うんですね。交渉権を１位、２位で与えて、か

なり厳しい附帯意見を出して、いいのとやればという手もあるかもしれないですね。 

○市民総務課長  手続的には、一忚ここで順位がついた第１候補者、第２候補者、これ

が先ほどのものになるのか、再採点する内容になるか、お話し合いする中で変わるのかは

別として、この第１候補者と、今後の予定としては仮協定を結んで、その後、協議を進め

ていきます。その間に、２月早々からの第１回の市議会のほうに、指定議案としては第１

順位の方を相手側として出して、議会のほうで、そこの会社と契約していいかどうかのお
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諮りをする形になります。並行して協定の準備をしていきますので、基本的には、なかな

か途中で変更というのは、よほどでないと、まして議案で出している中では実際には難し

い部分になるかとは思います。 

○委員  あと、お金の面で言うと、指定管理料については、かなり差があるわけですよ

ね。 

○委員  ない。全く同じなんですよね。 

○部会長  ほとんど同じ。違うかと思ったら、松波というんですか、あれを入れるから。

僕もえらく差があるなと思っていたんですけど。 

○委員  全く差がないんですよ。何十万の差でしょう。指定管理料自体はマリンのほう

が低いんじゃないの。 

○委員  いや、３，０００万多かった。あと、利用料収入のほう、さっき、計算し直し

たときは、それを乗せたんですよね。だから、１，５００万ぐらいの差になったのかな。 

○事務局  何十万でございますね。 

○委員  乗せたから何十万になったのか。わかりました。 

○委員  差はほとんどない。 

○事務局  ございません。 

○委員  僕はあんまり、ちょくちょく変わるというのは、いろんな安定性、利用者側に

とっても、提供者側にとっても、問題があるかなと思っているので、大きな差がなければ

現行のままという選択はあるかなと思うんですけど、一つ、これはどう考えていいのかち

ょっとわからなかったんですけど、雇用の１８号の様式のところで、マリンのほうは正社

員２人で、その方の人件費が、一般企業からしたら高いというわけじゃないにしても、こ

の指定管理の中ではかなり高いほうで、ほかの人は契約とか、嘱託とか、アルバイトさん

になっているんですね。シンコーのほうが正社員の方が多くて、全体に高いわけじゃない

けど、差がないようになっているという、この辺の雇用のあり方みたいなものを含めて、

ちょっとこれはシンコーを推したいかなと思っているところはあります。 

○部会長  どうでしょうか。 

○委員  私は、さっき、それぞれのヒアリングのところでも申し上げたんですが、そも

そもこういう体育施設と、こういう何というか、セミナーとか、そういう部屋をつくって、

これをどう市民に有効に使ってもらうかという目的で、この事業がスタートしているわけ

ですから、収益計画のところを見ると、シンコースポーツさんは、その分はあんまり考え

ていない。だって年１％、５年間で５％、こういう計画なんですね。そもそも本来の目的

から尐しずれているのではないかと。収益を伸ばすのは自主事業だと、こうなっているわ

けですね。だから、私はマリンに期待するのは、事業収入を増やすけど、プラスの事業収

入を入れたら、もっといいものになるのではないかと、こういう期待なんですよね。だか

ら、本来、この指定管理者をだれにするかという議論は、本来的に、この基本的な施設を

どう使って、どう市民にサービスを提供していくかというところがポイントで、どうして

も指定管理料のとこに目が行きますけども、それを減らしていくためには、さらにマリン

のほうに自主事業を頑張れとやれば、もっと減る、こう考えられるのではないかというの

が私の理由なんです。 

○部会長  僕も何となく、シンコーの場合、自主事業というのが大き過ぎるというか、
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だから、それが先ほどの委員の丸投げしているんじゃないかという、ある意味では着実さ

がないかという感じは僕も受ける。 

○委員  自主事業が多いのはいいんでしょう。多くなきゃいけないわけなんだけど、本

来のところを伸ばして、その上に乗せるというスタンスじゃないと、ちょっとそもそも何

だという議論に戻ってしまうのではないかと、こういうことなんです。 

○委員  本来なら継続、特に差がなければ、継続が本来とは思いますけどね。この程度

の差ですからね。それをここでさらに再採点がするか。 

○委員  先生の意見、全くそのとおりで、これをどう、仮に現状で委託すれば、乗せて

いくかと。そこの仕組み、附帯意見というのがあるんですか。 

○部会長  いいんですよね、つけられる。ほかのところでもつけている。 

○委員  これは１回目だから、２回目までやる予定でこの前はなっている。２回やって

もいいので。今から点をとにかく変えなきゃいけない。 

○部会長  もし、あれだったら、僕は変えてもいいんです。恐らく僕がニュートラルに

なっていると思いますので、僕は変えてもいいんです。 

○委員  そうなると変わってしまう、それだけで。 

○部会長  僕もほかでは附帯意見つけるし、今日のここのところでもし選ばれたら、パ

ーフェクトはないから、今言ったように、お互いにここはという点があるから、よりよく

するためには附帯意見をつけさせてもらったほうがいいなとは思っているんですけど、や

っぱりこれ、同じというのは、特徴があって同じだから、どっちもいいよという話じゃな

くて、実はどっち選ぶかの話になってしまうなと思いまして。 

○委員  あと、やっぱり、先ほど雇用の関係も言ったんですけれども、ここではシンコ

ースポーツの現場の方がきていて、かなり実際に、どういう形でもってこの施設を使って

いくかというのは、我々にも伝わるような格好になったわけですけれども、やっぱりこの

施設を回していくのに、定雇いを２人でもって回せていけるのかというようなところの、

そういった雇用のやり方についても、やっぱり附帯意見をつける必要があるのではないか

なと思いますね。 

 それと、あと、ちょっと不安なのは、ずっと赤字できていて、そして、必ずしもここの

事業としてうまく回せていなかったという実績があるわけですよね、５年間の実績が。そ

して、どちらもどちらか強いかといえば、マリンスタジアムさんにしても、シンコースポ

ーツさん、スポーツ関係が強いと思うんですよ。それで、文化系のところの施設の利用の

ノウハウという蓄積は両方ないから、だから、それはどちらにしてもつけなければいけな

いと思うんだけれども、やっぱりちょっと気になるのは、今まで５年間やってきて、この

辺がうまく回せていなかったという、その実績がちょっと気になったもので、だから、む

しろやっぱりもう尐しやり方を変えたほうがいいのかなと。でも、ほかの施設もやってい

らっしゃるわけだから、その辺の運営の刺激にもなるし、だから、あと一番に心配なのは、

おっしゃるとおり、どういうふうにうまく業務の引き継ぎができて、混乱が起きないのか

どうかというところが気にはなるんですけれど、ただ、いろいろ実績を見れば、かなりい

ろんな自治体のものも受託されている会社で、企業であるということもあるので、その辺

がなかなか私も判断がつきかねるところはあるんですけどね。でも、人員の配置について

は、やっぱり正規職員２人でもってというか、２人でこの施設を回していくということは、
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どうなのかなという気はちょっと感じたところでもあるんですね。 

○委員  それは余り問題ないような気がするんですけどね。２人で管理ができるかどう

かということは、そんなに悩むことは僕はないと思う。ただ、嘱託とか契約社員を使って

いるのは雇用政策上おもしろくないと、全部正社員にしろと、給料が低いのはだめだと、

もっと高く払えと、こういう意味なのか、その辺がちょっとわからない。雇用の問題とい

うのは何を聞きたかったかということが。 

○委員  ちょっと高いですね、人件費は。 

○委員  いや、違う。基本的に指定管理料の中で、うんと人を雇って、うんと月給を払

うのがいいのか、給料をぐっとたたいて安くして、委託料を低くするのが指定管理の目的

なのか、だから雇用の問題というのは非常に難しいと僕は思います。 

○委員  そこは決めがたいところだと思うんですけど、組織構造みたいなのがあります

よね。ただ、先ほどのプレゼンも、上の方が一生懸命文章のところを読まれるのと、全体

に皆さんが話されるのというのは、その運営上の組織に影響をしているのではないかとい

うふうにとらえられるので、いろんなものが、新しいものが生まれてくるというのは、割

とひらたな組織構造のほうがいろんなところで新しく生まれますね。上下的な関係という

のは難しいかなと、それがあります。 

○委員  できれば、せっかくだから、民間の工夫を利用したいなという気持ちはありま

すよね。このわずかな差異になったしね。ただ、このわずかの差でいいかというのは一つ

の議論ですよね。ただ、今まで順調にいっていたのに、わずかの差でいいのかっていうの

ならいいんだけど、順調にいってないんだから、別にそれは、まさにそれでいいんじゃな

いかという意見でしたね、今の話はね。順調にこれできたのに、僅差で入れかえるのは余

りにひどいという、実はじり貧になったじゃないかという。 

○委員  結局、どっちに期待を置くかで、スポーツ施設を有効にと言ったのはシンコー

スポーツのほうがいいんですよね。ところが、文化施設をどうかというと、圧倒的に実績

から言うと、マリンのほうが多いわけ。コミュニティセンターはほとんどそういう文化的

な利用、ここと全く同じですからね。それから、京葉銀行プラザのホールの利用とか、そ

ういうものは全部、文化的な利用ですから、どっちを重要視して見るかということによっ

て、大分変わってしまうと思うんですね。 

○部会長  どうしましょうか。 

○委員  決定としては、どっちにしてもあれですよね、マリンにする場合は点数を、新

しく決め直さないといけないわけですよね。それで、僕はそんなに点数は変えたくはない

ので、マリンがいいと思う人のほうが点数差を尐なくしているわけなので、その人がご自

身の裁量の範囲で変えていただいて、結果が変わればそちらでということでいいんじゃな

いかと思います。 

○委員  どっちにしても、附帯的な条件とか意見をつけてだと思いますね。 

○部会長  かなり厳しい意見をつけたほうが。こうなってくると。 

○委員  もし、結果が変われば、かなり厳しい意見をむしろつけるべきだと思いますよ

ね。 

○部会長  そうですね。やっぱり今じり貧だし、どうのっていうのではなく。 

○委員  ただ、さっきの説明で言ったら、結構いいかげんだということになるんだけど、
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人件費の計算ミスとか、そういうところで赤字になったと、こういう説明ですからね。そ

ういうことはあってはいけないことだけども、いわゆる普通の管理業務の中で利用者がど

んどん減っていってしまったということではないのですね。ただ、委託料の計算間違いだ

から赤字になりましたというのは、これは、褒められたことじゃない。 

○部会長  どうでしょうか。 

 それでは、もしマリンにするなら、僕は採点を変えても、僕は恐らくニュートラルにな

っていると思います。同点にしているということで。ただ何となく、まさに新しいところ

にやらせたいというのと、今のところをもうちょっとこうやらすかという、改革の勢いを

見たいというのと、両方、僕なんかはあるんだけれども、ただ、実は僕がさっき言ったよ

うに、全体的にどうなのかなというのはあるんだけど、我々は今の時点だとわからないね。

どう変わっていくかというのがね。 

 今の段階、今の五つのマリンスタジアムは全部、今回、変わるというか、新しく選ばれ

る対象になってくる。 

○市民総務課長  そうです。 

○委員  今回の対象になってくる。違うところでやっている。 

○部会長  全部、ほかのところでやっていますね。 

○委員  点のつけかえということ、これはこのままでいいんでしょう。これは国立大学

法人はほとんど。みんな、意向調査といって投票をやるでしょう。選挙をやりますよね。

しかし、基本的に法律では選考委員会が決めることになっている。だから、あくまでも選

挙は参考なんです。だから、どこかの大学でありましたよね、二つか、三つくらい。先生

方の投票では低い人が学長になったというケースがあるんです。だから、そういう考え方

でいいのかなという意味で、申し上げたんです。 

○部会長  そういう意味では、これ、今の結果で、この委員会として決議をとるのも、

僕はどうかなと思うけど、交渉順位を変えるということも可能。 

○委員  可能です。 

○部会長  必ずしも採点しなくてもいい。 

○委員  それでいいんじゃないかと。 

○部会長  小差だから。 

○事務局  今、いろいろご意見がございましたけども、この順位づけの場合に、指定管

理予定候補者とすべき者につきましては、総得点で勝っていた者について、第１順位とし

て、指定管理予定候補者とするということにしておりますので、今のご意見はございます

が、再度採点を行っていただいて、決定していただいたほうがよろしいかと思うのでござ

いますけれども。 

○部会長  どうしましょうか。 

○事務局  やはり再度、点数をつけていただきまして、その結果で、また再度、協議し

ていただきまして、決定していただきたいと考えます。 

○部会長  それでは、ここで再度やるということで、採点して。 

○委員  その結果によると。 

○部会長  それで結果で決める。皆さんの意見で、もうちょっとシンコーを増やしたい

というんだったら増やすかね。 
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○委員  増減するわけね。 

○部会長  そう増減して。では２回目をやるということで。それで決めると。 

○事務局  それでお願いしたいと思います。 

 

（採 点） 

 

○事務局  申しおくれましたけども、ホームページのほうには、それぞれの採点結果の

項目、２回目の採点結果の大項目ごとの点数と総合点が出ますので、ご承知おきいただき

たいと思います。 

 それでは、集計している間に、お食事をしていただくという形でお願いしたいと思いま

す。大変恐縮ですが、こちらに１３時に戻っていただきまして、採点結果について、また

協議していただくという形になります。短時間で申しわけございませんが、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

（休 憩） 

 

○部会長  それでは、審議再開いたします。では、採点表の説明をしてください。 

○事務局  それでは、千葉市中央コミュニティセンター採点集計の２回目の集計につい

て、ご報告申し上げます。 

 初めに、シンコースポーツ株式会社、総得点５８５点、平均点合計が１１７．０、株式

会社千葉マリンスタジアム、総得点５８１点、平均点合計が１１６．２でございます。 

 従いまして、順位的にはシンコースポーツ株式会社が１位、株式会社千葉マリンスタジ

アムが２位という結果でございます。１回目と順位的には変わってございません。 

 なお、点数、順位等を発表する関係上、点数の多かったほうが第１順位の指定管理予定

候補者となるという形になります。 

○部会長  それでは、この部会としてはシンコースポーツ株式会社を１位ということで、

２位がマリンスタジアム、ということは、何かのとき、断られるということもあるという

ことですね。１位、２位と決めておく必要があるということは。 

○事務局  そうです。それでは、またちょっと協議をしていただきたいと思います。 

○部会長  どうでしょうか。僕は先走ってしまったんだけど、これは議論をしなくては

いけないんですね。２回目も１位で、何か議論があって。 

○事務局  それでは、協議の中で、予定候補者を決めていただきました選定理由を、三、

四点出していただければと思うのでございますが、よろしいでしょうか。 

○部会長  それでは、シンコースポーツを１位とするという、選定理由を。 

 何とかジムは入れられないんですね。待合室とかなんとかが使えるという。あれは入れ

られないですね。 

○事務局  意見としてですか。 

○部会長  ただ、僕が感じているのは、個人で来て何かやるところというのがあったら

なという気はするんです。今、そういう施設なんですね。水泳だけでしょう。水泳は勝手

に１人で来てできる。 
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○市民総務課長  水泳と、あと、体育館ですね。 

○部会長  体育館も１人で借りられる。 

○市民総務課長  個人利用が体育館の基本でございます。基本的には全部、今ですと大

人の方の場合で１５０円いただいて、体育館を個人利用いただいております。 

○部会長  そうすると、さっき言ったあれですか、自主事業でね。 

○事務局  そうでございます。 

○委員  自主事業、独創性があるとか、そういうことも事実ですね。自主事業の計画の

斬新性ですね。 

○部会長  一つは、総得点が１位だよということで。２番目には、優れたところ、スポ

ーツ関係のノウハウを持っている。 

○委員  多分スポーツ施設、体育施設についてのノウハウを持っているとか。 

○部会長  ほかには何か。今言った自主事業は、優れた点じゃなくて、注文としての部

分になるわけですね。こういうことを気をつけてと。 

○委員  そうですね。だから、積極的だけれども、中身をもっと堅実なというかね。 

○部会長  充実して。 

○委員  充実させてくださいと。 

○部会長  それは附帯意見。だから、優れたのでは、特に何か、マリンスタジアムと比

べて、適切な提案があったか。 

○委員  あと、利益還元のところですかね、そうすると。自主事業のほうをこっちへ回

すという。 

○事務局  よろしいでしょうか。先ほど、総得点、順位の発表をさせていただきました

けれども、この得点で順位づけが間違いないかどうかの確認をしていただきたいというこ

ととですね、その選定理由として、シンコースポーツのほうがマリンスタジアムより優れ

ていた点とか、シンコースポーツの提案について、どのような点に、先ほど先生が言われ

たように、工夫の点が見られたとか、斬新性が見られたとか、そういうところを、お願い

します。 

○部会長  僕は見ていて、資格者がいっぱいいたかなという感想があるけど。資格を持

った人がいっぱいいたと、たしかそういう。 

○委員  共用だから、いっぱいありますから、本部にいれば。それがいろいろ出てくる

という、そういうメリットはあるんですね、規模が大きいからね。 

○委員  なかなか一方的に、すごくいいというような文章をつくるのは。本来、実体が

僅差なわけだから。だから、僅差であるということを前提にした文章にするしかないでし

ょうね。僅差であるが、あえて言えば、こういう点がちょっと優れていたと、そんな形が。

余り一方的にどんどんいいこと書くと、マリンスタジアムはすごく負けてはいないので、

実は大して差はなかったわけだから。僅差ではあるが、その差が出たのはこういうところ

だったという、こんな言い方でどうなんでしょう。 

○委員  形式的には、ほかのスポーツ、文化施設の受託経験は結構あるかなというのと、

あと、先ほど申しましたけど、雇用の部分で、安定的な雇用を図る方向性と、あと、障害

者雇用に関しても、パーセンテージも上げて、法定の雇用率はクリアしているというのも

明記してありますし。それから、さっきの質疑の中では、広報とか、その利用者の意見を
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くみ上げる工夫みたいなのも感じられましたので、そこもプラスだと思います。 

 附帯意見みたいなのも、積極面でも書いておいて、ＮＰＯとの連携によっての事業のと

ころは、あえてプラスに書くことで、何というか、ちゃんとやってくださいよということ

にもなるかとは思うんですね。 

○部会長  それを書かないといけない。 

○委員  ＮＰＯに負けてなくなってしまうかもわかりませんからね。だから、先生のお

っしゃったところが、やっぱり一番問題があるんです。スポーツ部門では、もう圧倒的に

いいですけども。 

○部会長  ＮＰＯの活用というか、それは。 

○委員  ＮＰＯとの効果的な連携というものの実質をどうやって担保するかというとこ

ろが、いいところでもあり、また、努力していただきたいところでもあるというところで

すよね。実効を上げていただきたいと。附帯意見にもなりますよね。 

○部会長  そのぐらいで。 

○事務局  それでは、申しわけありませんが、まとめていただいて。 

○部会長  それでは、一番目に、総得点はシンコーが勝っていると。２番目に、自主事

業の独創性とか、資格者を揃えているということで、より優れている。次に、その提案関

係で、体育施設の管理とか、障害者雇用。それと、懇談会があるから、利用者の意見をく

み上げる工夫がされているぐらいでいいでしょうか。附帯意見としては、さっき言った、

ＮＰＯ関係の、適切な、十分な活用に留意してくださいぐらいでいいでしょうか。 

○委員  ＮＰＯとの連携を強化、充実してくださいと。 

○部会長  それでは、中央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順位のシンコースポーツ株式会社とすることにします。採点表は回収します。 

 

（採 点 表 回 収） 

 

○部会長  それでは、議事を再開します。始めに今回の委員定足数ですが、委員さんが

これから欠席されるということで、出席委員数はここからは４名となりますが、過半数を

超えているので、会議としては成立しています。 

それでは、議題３の「千葉市路外駐車場指定管理者予定候補者の選定について」に入りま

す。忚募者は４者です。 

○地域振興課長  地域振興課長の仲田でございます。 

 委員の皆様に申し上げます。審査項目一覧表をご覧ください。 

 ２枚目の一番下でございますが、一覧表の最後の項目に記載してございます、管理費の

縮減に係る管理経費の低廉化の算出について、ご説明をさせていただきます。 

 市民局各課所管の施設につきましては、提案価格を収入の部の指定管理者委託料の額で

算出することとしております。 

 しかし、路外駐車場につきましては、各社の提案書様式第３３号収支予算書の収入の最

上段、指定管理者委託料をご覧いただくとわかると思うのですが、路外駐車場につきまし

ては、日駐管理・都市環境整備共同事業体を除く３者の指定管理者委託料が、「０円」また

は「マイナス」の表記がされておりまして、いわゆる市からの委託料なしで、独立採算で
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きる内容となっております。 

 つきましては、募集要項の採点項目におかれましては、配点値、この場合は１０点でご

ざいますが、「最低提案価格」を乗じて、「当該提案価格」で除したものに点数化すること

とにしておりますが、この式に「０円」または「マイナス」を当てはめますと、点数化で

きなくなります。このため、「指定管理者委託料」の額ではなく、「支出の部」の「管理運

営経費額」を提案価格として算出すべきではないかと考えます。 

 例えば社団法人日本駐車場工学研究会の場合ですと、提案書様式第３３号（１）収入の

指定管理者委託料０円を使うのではなく、（２）支出の管理運営経費、合計２億７，４７３

万４，０００円により算出すべきだと考えております。 

 １点目が、その低廉化の算出でございます。 

 もう１点ございます。アマノマネジメント・アマノ千葉市立路外駐車場等管理共同企業

体の提案書様式第２２号にあります、これは自主事業の効果的な実施でございますが、２

２号と、提案書様式第３３号、これは収支予算書でございます。ここで、アマノ共同体の

ほうは、自動二輪駐車場につきまして、自主事業で行うこととしておりまして、ただ、こ

の件に関しては、当方としては自主事業で行うべき事業ではないこと、募集要項でも、５

年間の指定期間内に、市が設置を行う場合には協力することとしているだけでありますの

で、また、現時点で、駐車場の設置や利用料金の設定が市条例で規定されていないことか

ら、加点要素とはならないものと考えております。 

 以上、２点につきまして、ご了解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○部会長  何か、今のご説明でご質問等はありますでしょうか。 

○委員  そうすると、具体的な数字がどう変わるんですか。 

○地域振興課長  それにつきましては、これからご説明をさせていただきます。 

○部会長  ということは、今の説明で、いわゆる委託費じゃなくて、管理費でやると。

それはここの委員会で承認するということで。 

○委員  それは問題ないです。 

○部会長  では、その結果の計算について、報告してください。 

○事務局  それでは、「管理経費の低廉化」の部分の点数を発表いたします。 

  路外駐車場に係る「管理経費の低廉化」の点数を発表させていただきます。 

 「管理運営経費」の額は、提案書様式第３３号に記載がございますが、（社）日本駐車場

工学研究会の管理運営経費は２億７，４７３万４，０００円、日駐管理・都市環境整備共

同事業体の管理運営経費は２億３，２４１万５，０００円、パーク二四（株）・タイムズサ

ービス（株）共同事業体の管理運営経費は２億４，３４０万５，０００円、アマノマネジ

メントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体の管理運営経費は２億４，８３

８万円でございますので、この場合、日駐管理・都市環境整備共同事業体の管理運営経費

が最低提案価格となりまして、これを計算式に当てはめますと、２億３，２４１万５，０

００円を同額で割り、それに１０点を掛けますので、日駐管理・都市環境整備共同事業体

の点数は１０点となります。 

 お手数でございますが、お手元の路外駐車場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」の部分、日駐管理・都市環境整備共同事業体の欄に１０点と

いう点数をお書き入れいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
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 続きまして、（社）日本駐車場工学研究会につきましては、日駐管理・都市環境整備共同

事業体の提案額２億３，２４１万５，０００円を（社）日本駐車場工学研究会の提案額２

億７，４７３万４，０００円で割ったものに１０点を掛けますと、８．４５９点となりま

す。小数点以下を四捨五入しまして整数にしますと、点数は８点でございます。お手数で

ございますが、同じく、（社）日本駐車場工学研究会の「管理経費の低廉化」の欄に８点と

点数をお書き入れいただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 続きまして、パーク二四（株）・タイムズサービス（株）共同事業体でございますが、こ

れも、日駐管理・都市環境整備共同事業体の提案額２億３，２４１万５０００円をパーク

二四（株）・タイムズサービス（株）共同事業体の提案額２億４，３４０万５，０００円で

割ったものに１０点を掛けますと、９．５４８点となりますので、四捨五入をいたしまし

て、点数は１０点となります。同じく、パーク二四（株）・タイムズサービス（株）共同事

業体の管理経費の低廉化の欄に１０点と点数をお書き入れいただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

 最後に、アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体でござ

います。これも先ほどと同じく、日駐管理・都市環境整備共同事業体の提案額２億３，２

４１万５，０００円をアマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企

業体の提案額２億４，８３８万円で割り、それに１０点を掛けますと、９．３５７点とな

ります。これを四捨五入いたしまして、点数は９点となります。申しわけありません。同

じく、アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体の管理経費

の低廉化の欄に９点と点数を書き入れていただきたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○部会長  それでは、採点表に記入してください。 

 それでは、ヒアリングをしたいと思いますので、まず最初に、社団法人日本駐車場工学

研究会を。 

（社団法人日本駐車場工学研究会 入室） 

 

○部会長  それでは、日本駐車場工学研究会さんのヒアリングを行いたいと思います。 

 １０分間で、出席者の自己紹介と提案骨子の説明をしてください。その後、２０分間、

私どもの質問をさせていただくことになります。 

 よろしくお願いします。 

○日本駐車場工学研究会  まず、自己紹介のほうからさせていただきます。 

 我々、社団法人日本駐車場工学研究会と申します。代表理事のイチノセ、フルカワ、私

ミノタと申します。よろしくお願いいたします。 

 では、このたび、指定管理者選考ヒアリングにお呼びいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 これから事業計画についてのご説明を申し上げます。限られた時間内のご説明となりま

すので、ここでは事業計画書の基本的な内容などとし、詳細につきましては、提出の事業

計画書をご参照いただくようにお願いいたします。 

 まず、団体概要についてご説明いたします。 

 小会は、文部科学省の所轄団体でありまして、既に提出した定款に記載がありますとお
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り、自動車及び自転車駐車場工学の学術的発展に寄与することを目的として、その目的達

成事業として、広くは都市計画、交通計画に及ぶ分野の調査・研究、施設の整備手法、設

計、工事監理、さらには、維持管理、保守などを行っております。 

 この中の駐車場、駐輪場の維持管理、保守業務については、指定管理制度が全国で施行

される以前から、全国各自治体により、委託業務として受託実施を行ってまいりました。

長年の実績によって得た経験に基づくノウハウを駆使した業務には、各自治体からは多大

なる信頼を現在もいただいております。 

 続いて、施設の公共性と収益性の両立についてということで、ちょっと述べさせていた

だきます。 

 駐車場の設営には多額の税金が投入されます。そもそも違法な路上駐車や放置車両をな

くすことにより、周辺交通の健全化を図るという目的からも、環境のよいまちづくりに欠

かせない施設である一方、利用者だけがその恩恵を受けるのでは、どうしても市民や周辺

住民等の感情として不公平感が出てまいります。 

 駐車場においては、極力、受益者負担、具体的に申しますと、駐車場の利用者を基本と

することで、利用者にもその理解を求めて、モラルを高め、不正利用の防止を図るなどで

公平性というものを担保していきたいと考えております。 

 そもそも公共施設として収益を上げることが目的ではなく、通勤する人、さらには、買

い物等で周辺施設などを利用する人のために、税金でつくられた住民サービス施設である

ということが基本的な考え方でございます。ただし、収益を上げることが目的の施設では

ないといっても、駐車場そのものの健全な運営を達成するために必要となる経費は、適正

な金額を見込んで、また、いたずらに経費を使われることがないように、徹底して無駄な

支出を削減をするとともに、これまで蓄積してきたコンサルタントとしてのノウハウ、直

に行ってきた経験と実績を活用して、サービスの水準を低下させることなく、できれば現

行以上のサービスを目指して、必要最低限の人員配置による管理運営を行って、公共性と

収益性の両立を達成していきたいと、このように考えております。 

 また、利用者へのサービスについて述べさせていただきます。 

 利用者へのサービスについて、ソフト面においては、利用客とのコミュニケーションを

大切にいたします。具体的には、管理員の教育を徹底し、あいさつ、より丁寧な案内、清

潔感といったものを推し進めてまいります。特に、今回の場合、中央立体駐車場において

は、利用者自らが空いている駐車ますへ車を停める自走式駐車場と異なりまして、入出庫

時において、駐車機械への誘導、料金精算時の接客など、利用客と接する機会が自走式駐

車場に比べると多くなります。従業員に対しても、車の誘導業務というのではなくて、あ

くまでもサービス業なんだという観点を持たせて、駐車場利用者ができるだけ気持ちよく

施設利用していただけるように、管理員の接客については教育を徹底していきたいと考え

ております。 

 さらに、当駐車場に設置される駐車機械については、誘導手順を間違えると、渋滞や事

故の原因にもなります。さらに、不測の事態、例えば出庫するお客様が鍵を忘れてきて出

庫できないとか、そういったことに遭遇した際には迅速な対忚など、自走式駐車場とは異

なる特殊なスキルが求められます。小会といたしましては、東京港区や大阪市の栄町、静

岡県の浜松等において、駐車機械を設置した駐車場の管理実績を有しておりまして、その
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経験を踏まえた水準の高い管理運営を行っていきたいと、このように考えております。 

 さらに、現在も既に行われているとは思うのですが、セルフモニタリングを実施すると

ともに、アンケート箱を設置して、利用者の要望を随時把握して、常に改良、改善を意識

して実施していくことが、利用者がまたぜひ利用したいと思わせるような明るい施設づく

りを行ってまいりたいと考えております。また、その中で、苦言や苦情というものも真摯

に受けとめ、何が原因なのか、どう改善していくかを徹底的に内部で協議をしてまいりま

す。 

 また、防犯面から、施設を「こども１１０番の家」としての位置づけを行うことで、例

えば不審者ですとか、ストーカーなどに追われる子供や女性を一時的に管理室に避難させ、

通報するなど実施することで、周囲への安心感を提供するなどの貢献を果たしていきたい

と考えております。 

 また、利用者サービスのハード面においては、将来的には運営状況を鑑みながら、最近、

ユーザーに伸長しつつある電子マネー対忚計画を推し進めていきたいと考えております。 

 また、利用料金の設定については、ご提案をさせていただきましたが、まず、管理者切

り換えに伴い、利用者混乱を招かぬよう、現状の設定で運営を開始して、周辺や利用者要

望等の状況によって、例えば一日上限料金や、利用開始時一定時間の無料化などを検討し

て、実施をしていきたいなというふうに考えております。 

 また、営業時間についても、駐車場については、現在よりも始めと終わりを１時間ずつ

延長し、新たな需要開拓を行っていきたいなというふうに考えております。 

 また、栄町駐車場については、土地柄、夜間の利用も多いと考えて、緊急時にも早急な

対忚ができるよう、２４時間、管理員を配置する計画といたしました。 

 続いて、収支の見通しについて、説明をさせていただきます。 

 ガソリン値段の不定期な高騰、長期にわたり低迷する景気など、避けられない要素を鑑

みますと、利用者の低下というものが見られる駐車場というのも、全国的に多々ございま

す。中央駐車場周辺には民間駐車場も乱立し、料金低下競争の激化など、デフレ状況に陥

りかけていると判断し、卖純に料金を下げるのではなく、新たな方策を練っていく必要も

あるのかなというふうに感じております。 

 パーク＆ライド需要の開拓ですとか、例えばバス会社等、交通機関との提携など、今ま

で他都市等で行ってきたあらゆる方策を、当案件についても実現性を検証しながら、利用

効率の向上に努めていきたいと、このように考えております。 

 また、現時点では余り実感がないものの、景気そのものも、今後は十分に回復傾向にな

っていくものと思われます。そのような背景を見据えて、売上低下を回避しつつ、尐しず

つ向上させていくべく、さまざまな利用促進、サービスの向上の策を常に考えて講じてい

きたいというふうに考えてございます。 

 また、不安定な社会情勢に対して、長期的な目標を設定するというのは難しく、計画倒

れになる可能性もありますので、例えば業務の中では、１年度ごともしくは半年ごととい

ったコンパクトな期間でそれぞれの目標を掲げて、その目標達成に向けて邁進していこう

と、このような形で業務を進めていきたいと考えております。 

 また、利用者側の視点からではなく、一方、従業員のモチベーションを上げる策も練る

ことも怠らず、やる気が見出せるような職場環境づくりに努力を惜しまず、その結果が、
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ひいてはサービス水準の向上、利用率の上昇につながるようにしていきたいと、このよう

に考えております。 

 支出につきましては、人員計画に基づいた人件費及び委託料、消耗品費、光熱水費等、

管理運営に必要となる経費を駐車場利用料金から捻出し、さらに、売上から支出を差し引

いた額の９５％を市のほうに納付させていただき、尐しでも市の財政状況改善にお役に立

てられればなというふうに考えております。 

 支出額の内訳詳細については、事業計画書に記載しておりますので、そちらのほうをご

参照いただければと思っております。 

 最後になりますが、小会については社団法人ということで、財産を残すことを目的とし

た団体ではありませんので、指定管理者として維持管理業務を行うことにより、組織とし

て大きな収益を上げることも目的とはしておりません。最低限の人件費及び必要経費を確

保でき、社会貢献ができればと、このように考えております。会の活動趣旨からも、公の

サービス施設として、公共の駐車場の管理運営には最もふさわしい団体だと自負をしてお

ります。 

 時間にはなりましたが、簡卖ではございますが、これで小会の事業計画についての説明

を終わりたいと思います。ご検討のほど、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。 

 ちょっと時間が遅れて申しわけありませんでした。 

 それでは、これから２０分間、委員の質問をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○委員  私、よくわからないですけれども、社会的な貢献をするということで、社団法

人として、公共的、公益的な仕事をしてということなんですが、そうすると、この３３号

の表を見ますと、一忚千葉市の資産といいますか、駐車場を使って事業をして、利益とい

うのはどこに、利益というか、そちらの社団のほうに入るお金というのはどこに。今、ち

ょっと管理費も見たんですけど、かなり実際の実質的な管理費に使っている計画のような

んですけれど。 

○日本駐車場工学研究会  それについては、まず本部の人件費については、人件費の中

で本部経費という形で見込んでいるのと、あと、一忚全体の金額の諸経費ということで 

１０％、今回の支出額の中に見込ませていただいております。その中で会のほうの運営は

賄っていきたいというように考えております。 

○部会長  利益が出たら、９５％を市のほうへということで、たしかほかでもやってい

ると書いてありますが、ちょっと僕なんかは、これ、常識的には折半か、何というのか。 

○日本駐車場工学研究会  千葉県庁のほうも、地下駐車場につきましても同じぐらいの

レベルで、年に売上の中から１億６，０００万強を納めております。県庁のほうはすごく

お喜びになって、それで、地下駐といえども、償還に役立てていらっしゃるようです。 

○日本駐車場工学研究会  他都市でも、今回、売上から必要となる経費の分を差し引い

た分の余剰分の中での９５％ということですので、小会としては、その必要経費の中に会

として運営していく経費等も見込んでおりますので、先ほどの説明でも申し上げましたけ

ども、尐しでも還元できるものは還元して、市の財政部分で協力ができればなという考え

で、運営のほうを行っていきたいと思っています。 
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○部会長  通常なら使用料を払うんですよね。それをこれと考えてもいいんですね。 

○日本駐車場工学研究会  使用料。 

○部会長  いわゆる、場所をただで借りているわけじゃないですか。ですから、もし、

これが所有主が民間ならば、使用料を月幾らか取る部分も取ってないから、ある意味、優

遇されているわけですね。 

○日本駐車場工学研究会  私も同感でございまして、大阪環状鉄道の下をお借りしてい

まして、うちが整備して、それを料金取って管理しておりますが、まさに、年間２，７０

０万円ずつ地代として納付しております。全く同じことになると。 

○委員  でも、ここでは一銭も納付しない計画になっているわけでしょう、ご提出いた

だいた書面では。収入と支出がゼロなんですから。９５％といったって、もとがゼロなら

１００掛けたって、幾ら掛けたってゼロですね。違うんですか。 

○日本駐車場工学研究会  収入が、およそ５，３００万円ありまして、５年で若干変化

はありますが、それぐらいの見込みに対して、支出のほうは大体５，１００万円ほど、経

費としてかかるというふうに考えております。 

○委員  ５，３９２万５，０００円と書いて、全く同額で上がっていますよ、ご提出の

資料は。 

○日本駐車場工学研究会  こちらの金額の中の管理費の下のほうに、市への納付金、納

付手続諸経費ということで、下のほうに経費を見込んで、それを合わせると、ちょうど売

上になるということでの記載をさせていただいております。 

○部会長  約２００万円ぐらいですかね。 

○日本駐車場工学研究会  そうですね。２００万円強ぐらいです。 

○委員  数字で見えにくいですよね。何が出ていくんだろうか。さっき、管理費の中に

入っている、会社の利益が入っているんだというお話、この管理費はもう１回決めたら、

これは絶対変えないならいいんだけど、後でやっぱりかかりましたというと、利益が尐し

も出ないことになるから、予算で変更しないという。 

○部会長  確定みたいに、そういうような約束をしたくなる。 

○委員  確実に払うという意味では、千葉市もそれで喜ぶと思いますけどね。ただ、そ

れだけ車を駐車しないと、御社の持ち出しということになってしまうわけでしょう。 

○日本駐車場工学研究会  この提案書でお出ししている分で、もう９５％。場合によっ

ては、だから、そのリスクは当然あると思うのですが、一忚この９５％の金額というのを

お支払いするということで話はしておりますので、それが財政的に逆転しても、この金額

というのはお支払いしますということで、そのくらいの覚悟で。 

○委員  御社がリスクを負っているという、こういう理解でいいわけですね。 

○日本駐車場工学研究会  全国的に見て、全部そうです。確定です。マイナスになった

場合もこちらのほうで補てんしないといけないと。 

○部会長  やっぱり、設備の使用料みたいな感じですね。 

○日本駐車場工学研究会  そうです。 

○部会長  恐らく、いわゆる民間でやるより、相場として安いと思うのですが、そのと

きに、公でこういうことをやる部分で、何かなと、こう考えたときに、やっぱり身体障害

者へのサービスがいいとか、いろんなものがある。その辺の公がやる意味というのをどう
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とらえてサービスをやっていくのか。 

○日本駐車場工学研究会  先ほどの説明で申し上げました、まず駐車場そのものが税金

を使って建てられていると。その辺がまず民間の施設と違うところだと。それに対して、

本来であれば、駐車場で多大な利益を上げるというのが目的ではなくて、そもそも駐車場

を設置する理由というのが、周辺交通の健全化というところが最たる目的だと思うんです。

その上で、やはり運営をしていかなければいけないので、当然赤字経営になりますと、一

般会計から捻出ですとか、そういったところも出てきますので、そういったところを極力

負担がないように、なおかつ、とはいえ、サービス水準を下げてもいけませんので、その

辺のバランスが大事になるとは思うのですが、小会といたしましては、その指定管理制度

が始まる以前から、委託業務という形でそういった駐車場、駐輪場の運営を行ってきまし

たので、その辺の経過を踏まえて、何とかそういったところでのクリアするような形での

運営を行っていきたいということは考えております。 

 あと、説明ではちょっと時間がなかったので、申し上げなかったのですが、そういった

障害者雇用ですとか、例えば、あとは利用者の障害者の割引ですとか、そういったところ

も、他都市の駐車場でも積極的に行っておりますので、そういったところでも社会貢献を

していければなというふうには考えております。 

○部会長  今、家がなくなって、路上駐車が増えてきていますよね。今、ちょっとここ、

利用率が減っているんですが、いろんな意味で９５％にまず設定すると。その辺の覚悟の

深さというか、実際の場所を見てとか、いろんな部分で何か確信みたいなものは。 

○日本駐車場工学研究会  過去３年以内の、売上の実績も見させていただいて、それこ

そ、地域によっては、毎年１割、２割、減っていくような駐車場もある中で、こちらの駐

車場については、若干の低下も見られるものの、言葉は悪いですけど、ある程度、もう底

値ぐらいにきているだろうという我々の判断で、それで、もうこれ以上の大幅な売上の低

下というのはないだろうと。加えて、利用者のサービス向上策として、電子マネーの導入

ですとか、そういった最新の方策というものもとりつつ、あと、営業時間の延長とか、そ

ういったところも新たな顧客を開拓しつつ、その辺は補っていければなというふうに考え

ております。 

○委員  何かささいなことを申し上げるようで、申しわけないけど。様式３２のこの表

のところに、船橋市本町駐車場と書いてある、これは千葉市でいいわけですね。これは卖

なる間違いでよろしいんですね。この表のここのところに、注釈のところに船橋市本町駐

車場と書いてある。これはミスでいいんですね。 

○日本駐車場工学研究会  そうですね。上にタイトルが書いてあるので、すみません。

内容はこちらに向けて作ったものです。申しわけございません。 

○日本駐車場工学研究会  余談ですけど、ちょうどこの自走式の駐車場の周辺地域と、

和歌山市の大新公園地下駐車場というのがございまして、やっぱり同じような要素の地域

性だったんですが。最初、２２時ぐらいで営業をしていたのを２時を時間営業にしました

ら、大分増えました。それで、そんなことを絶対やるべきだなということで、ご提案させ

ていただきました。 

○委員  ご提案ですと、カーシェアリングとか、レンタカーとか、余りそんなところは

やらないで、本来の駐車というところで利益を上げていこうと、こういう計画という理解
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でいいわけですね。 

○日本駐車場工学研究会  他都市でもやっているのですが、業務開始当時は、このよう

な提案書の内容で開始をさせていただくんですが、何年間の業務期間の中で、今の千葉県

の幕張の企業庁でも運営をしているのですが、その中で、最初の提案にはない、新たなサ

ービスというのも常に模索をしながらやっておりますので、その辺は、当然業務を受託し

た場合は、担当となる市と協議をしながら、常に新しい業務のサービスというのも行って

いきたいなというふうには考えております。 

○日本駐車場工学研究会  もう一つ、加えさせていただきますと、カーシェアリング、

ほかのところでもやっていまして、ところが、やっぱりパーク＆ライドのほうが一番に効

果的だということがわかってまいりまして。だったら、もうカーシェアリングよりはそち

らのほうへ力を入れたほうがいいよということで、こちらの提案は、卖にパーク＆ライド

のご提案にさせていただきました。 

○部会長  親戚に足の不自由な人がいて、車いすを使うんですが、非常に場所がいい。

デパートとかが近い。そうすると、こういう駐車場だと、ああいうところに車いすを置く

需要というのは余りないんですか。というのは、やっぱり見ていると、外へ出たいってあ

るじゃないですか。そういうチャンスをあげるために、そういうサービスをやると、やっ

ぱり自動車で来て、そこで車いすがあれば、小さいものでもいいわけだから。そういうよ

うな、余り需要というか、要求というのは余りないと。 

○日本駐車場工学研究会  全国的に見れば結構あります。五、六台とか、１０台ぐらい

はどこもあります。結構それで、キーをお借りして、こちらが運転をしてあげたりとか、

いろいろ代行をさせておりますけれども。 

○部会長  ああいうのって、競輪協会とか、ああいうところから寄附でもらうという手

はありますよね。自前でやるんじゃなくて、例えば僕、ロータリーへ入ったことあるんで

すけど、ああいうところで寄附するじゃないですか。そうすると、大して高いものじゃな

いから。 

○日本駐車場工学研究会  私どもは、毎年５１年間、年間１０万円くらい、逆にそうい

う機関に寄附しているんです。貰うのではなくて。それが伝統でございます。 

○日本駐車場工学研究会  あと、実務レベルとしましては、今回、栄町駐車場のほうは

自走式ということで、他都市でも実施しているのですが、駐車ますを尐し台数を増やした

りとか、そういうようなところで、そういう方々の貢献ができればなというふうには考え

ております。 

○委員  料金の精算機をここへ入れようというふうに、合計に入っていますね。これは、

今、仮に入っているとすれば、それを引き継ぐということでいいわけですか。 

○日本駐車場工学研究会  ちょっと要項書のほうにも書いてあったのですが、今あるも

のについては、現指定管理者が設置したもので、基本的に、指定管理が終わるときは、指

定管理者が設置したものは撤去するというのが基本原則だったので、それの考えを踏まえ

て、取り外したという想定で、うちとしてはまた新たに設置しようというふうに考えてお

ります。 

○委員  実際問題としては、それを償却している時価で引き取って、使えるということ

も。そうすれば全体のコストはさらに下がってくるという理解でいいわけですね。すると、
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市への納付金額が増えると、こういう計算。 

○日本駐車場工学研究会  そういう方策もあると思います。 

○部会長  それでは、質問を終わります。 

 どうもご苦労さまでした。 

 

（社団法人日本駐車場工学研究会 退室） 

 

○部会長  それでは、採点を５分間ということで。 

 

（採 点） 

 

○部会長  今はあれですか、大きい機械式の駐車場ってあるんですか。もう５台とか１

０台のっていうのが増えてきちゃったんですか、空き地が多いから。まさに、昔はそうい

うのをやる場所がないから。 

○地域振興課長  立体のやつですよね。でも、便利のいいところというのは、当然上に。

地代が高いですからね。あとは、会社が倒産したりして更地にしたところは平面ですけど

も。 

○部会長  最初の場代として納付するというのが全国的に流行っていて、ある意味では、

民間と比べると有利じゃないですか。その部分を公共としてどうやるか。やっぱり障害者

に対してとか。今は、民間との競争では、ほとんど設備投資しないのが増えてきているか

ら、大変なんですかね、状況としては。どう考えたらいいのかなと。今回、ちょっと僕、

悩ましいのは、いわゆるへこみぐあい、ここ、９５で９８にして、確かどこかは、えらく

低いところでずっと見ながら、ぽんと上げていく。その辺の判断がちょっと難しいです。 

 採点は済みましたか。もういいですかね。 

 それでは、次を呼びたいと思います。 

 日駐管理・都市環境整備共同事業体をお呼びいただけますか。 

 

（日駐管理・都市環境整備共同事業体 入室） 

 

○部会長  日駐管理・都市環境整備共同事業体のヒアリングを行います。 

 ちょっと今、押して、２０分くらい遅れて申しわけないです。 

 １０分間、出席者の自己紹介と提案骨子を説明していただいて、その後、約２０分間、

私どもの質問をさせていただきます。お願いします。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  私ども、共同事業体として提案をさせていただ

いております、日駐管理と都市環境整備の職員です。私、日駐管理株式会社の専務のイケ

オと申します。 

 それから、日駐管理のミヤザキです。 

 それから、都市環境整備の部長のオオニシです。 

 それから、都市環境整備のハヤシです。 

 それから、現在は日駐管理の職員の、今回の統括責任者を予定しております、タハラで
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す。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、ご説明をさせていただきます。 

 私ども、今回、まず代表企業として提出をさせていただいています、日駐管理株式会社

なんですが、昭和４９年に設立されまして、主に関東地方では自動車の駐車場、これを約

６０カ所、台数にして１万台ほどやっております。それから、関西方面では、主に今度は

自転車のほうの駐輪場、これを約１５０カ所、１０万台ほどのものをやらせていただいて

おります。 

 それから、駐車場に関しましては、主に関東でやらせていただいているのですが、３０

台ぐらいの収容の小規模なものから、１，５００台規模の大規模な駐車場まで、多種多様

でやっております。中には機械式のもの、それから自走式のもの、こういったものをやら

せていただいております。 

 機械式のものにつきましても、今回の中央と同じようなタワー式のものから、エレベー

ター式のもの、それから地下のいわゆるシャトルと言われておりますものまで、多種多様

なものがございますので、そういったものもやらせていただいております。 

 それから、また、用途としましては、百貨店用だとか、量販店、それからホテル、それ

から各自治体の公益施設だとか、それから国土交通省さんの関連の国道下の駐車場、こう

いったものも一忚管理をさせていただいております。 

 特に、千葉の市内につきましては、平成１９年から千葉県の中央駐車場、県庁の前にあ

ります中央駐車場、これを指定管理者として管理をさせていただいております。 

 それから、もう１カ所、千葉中央駅のホテルミラマーレの横にあります京成パーキング

という駐車場を、これは自走式と機械式と両方セットになっておりますが、これを２４時

間の有人管理ということでやらせていただいております。また、その千葉中央駅において

は、駐輪場のほうも民営で運営をさせていただいております。ですから、できれば、今後、

プリカの共通化だとか、プリペイドカードのですね。そういったものも視野に入れていき

たいなと思っております。 

 それから、もう１者の都市環境整備株式会社、この会社は、日駐管理株式会社の親会社

でございます。昭和６０年に設立されまして、駐車場につきましては、高松で自営で駐車

場をやっているということなんですが、駐輪場のほうを主にやっておりまして、大阪市、

それから川崎市、こういった大きなところを初めとして、２２の市区町村から駐輪場の管

理及び撤去並びに保管、こういったものを仕事としてやらせていただいている企業です。

ですから、都市環境整備としましては、かなり自治体とのおつき合いが長い。自治体さん

とのおつき合いがほとんどの会社ですので、今回のような自治体さんとのおつき合いの駐

車場については、非常にノウハウも持っているということで、忚募をさせていただいてお

ります。なおかつ、自転車の撤去、保管を都市環境整備ではやっておりますので、お客様

からのクレームだとか、そういったものも、何で自分のところの自転車を持っていったん

だとか、そういったクレームもかなりあることに対しての対処の仕方等も、かなりノウハ

ウとして持っておりますので、自治体さんの公益施設についての管理については、今後も

いろいろ忚募をさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、今回は、管理運営につきましては、まず、先ほどちょっと申し上げましたけ
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れども、たまたま京成と県中央と両方やっておりますので、今回のプリペイドカードにつ

いては、市ともご相談しながら、共通化ができればいいなというようなことも考えており

ます。 

 それから、今、京成パーキングにつきましては、月極が満車の状態で、待ちが出ている

状態がございますので、この待ちのお客様等ともご相談しながら、中央なり、栄町のほう

に、特に中央のほうですが、移れないかどうか等についても、検討を進めていきたいと思

っております。ただし、それについては、中央の２４時間運営というのは、ある程度、視

野に入ってこないといけませんので、今後、アンケート等を取りまとめた上で、２４時間

運営を検討していきたいと。 

 それから、ポイントカードの作成だとか、そういったことも視野に入れていきたいと思

います。 

 それから、管理運営につきましては、今回、統括責任者として予定しております、今日、

一緒にご説明に伺わせていただきましたタハラですが、こちらのほうは、警備員の教育指

導責任者の資格も持っておりまして、私ども、日駐管理の会社としても、警備業の免許を

持っておりますので、もし、今回の駐車場について、交通指導、その他の警備員の派遣が

必要ということになれば、当然警備員を派遣するというようなことも考えられますので、

そういうことも将来的には考えていきたいというふうに思っております。 

 それから、非常時につきましては、私ども、京成パーキングにおいては２４時間有人管

理しております。ですから、夜中でも非常時の場合には、そこから人が飛んでいくことが

できますと同時に、その京成パーキングに従事している職員等につきましても、１０分以

内に車で飛んでくる距離に住んでいる人が四、五人おります。その人たちは全員、携帯を

持っておりまして、いつでも飛んでこられるような状態に常にしております。 

 それから、オープン時につきまして、オープン時、万一、何らかの不測の事態が起きた

とき、これは当然、今、千葉に勤めております２０名の従業員、それから、東京方面で 

１００名の職員がおりますので、そういった１２０名ほどの従業員が、その他ほかの場所

で穴をあけるわけにいきませんので、非番等の従業員によって、万一の場合にはいつでも

飛んでこられるという状態をつくっております。 

 それから、そういった職員は、みんな、駐車場の機械だとか、そういったものにみんな

なれておりますので、万一のときにはそういった人たちに来ていただきたいというふうに

思っております。 

 それから、千葉は、ことしも３件ほどありましたけれども、長期滞留車というのが割と

多いところでして、それに対する対処、本年度も３件ほど対処いたしましたけれども、そ

ういったことに対するノウハウを、こういったことも持っておりますので、市にはご迷惑

をかけないような形で処理をしていきたいというふうには考えております。 

 それから、昨年、県中央のほうでアンケート調査をしました結果としましては、やはり

一日の最大料金制をつくってもらえれば、今以上に利用するというような答えが半分以上

ございましたので、そういったものも考えながら、今回、最大料金というものを新設とし

てご提案をさせていただいております。 

 それから、雇用関係につきましては、私どもは障害者雇用については、両会社とも 

１．８％の法定雇用をクリアしておりまして、１．８から３．２％ぐらいの数字を保って
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おります。 

 それから、地元はもちろん優先するということで、今いる千葉市内に勤めております 

２０名、このうちの１３名が千葉の市民でございます。 

 それから、現在、勤められている市の中央並びに栄町の職員の方が、私どもの雇用条件

にもし合って、私どもがやらせていただくということになった場合に、私どもはその方を

採用させていただくということは、面接の上で行っていきたいというふうに思います。 

 千葉ですと、今年度の最低賃金が７４４円でございますけれども、私どもの今の職員は

８４０円でやっております。 

 その他、利用者のサービスとしましては、区役所だとか、中央区役所に近いですから、

市民会館、文化センター、こういったところの、できれば２０分の無料サービスだとか、

こういったことも将来的には考えていきたいというふうに考えております。そういったこ

とも含めてご審査をくださるようにお願いいたします。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、私ども委員のほうからご質問させていただきます。何かございますか。 

○委員  全体的な感じとして、駐車台数は、もう特に中央を含めて余り伸びないと。だ

から、駐車料金収入を低目に予測して、そのかわり、コストを、かなり人件費等を抑えて

いくと。それで全体として採算をとっていくという、こういうお考えのように私は受け取

れるわけでございますが。雇用条件といいますか、お給料、こういう人件費で、十分な人

が確保できるのかどうかお聞かせください。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  現在、８４０円ということで、今、申し上げま

したよね。８４０円で、今もその京成パーキングだとか、千葉中央で欠員が出た場合には、

そちらのほうで十分人は集まってきますので。 

○委員  だという、こういう理解でよろしいですね。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  千葉の最低賃金よりも１００円ほど高く募集し

ていますので、十分、今も集まってきておりますし。 

○委員  それから、レンタカー事業について、ちょっとかなり力を入れているような自

主事業と書いてありますけれども。立ち上げて、このくらいの収入といいますか、利用と

いうんですか、見込める。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  見込めます。 

○委員  何か、現にそういう。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  私どものほうは、東京のほうでもやっておりま

すし、実際にやった上からやっているのと、それから、ここのチェーン展開されておりま

す、ワンズレンタカーというのがありますね。これが千葉の習志野が本社なんですね。そ

こで各地の、例えば地区、地区ごとに、どのぐらいの需要があるかと調査しておりまして、

そこの調査によれば、そのぐらいの需要は十分あるというふうに答えが返っておりますの

で、そのくらいの需要はあると思います。そういう台数が１０台とか２０台とか大きいも

のじゃなくて、大体３台だとか、５台ぐらいの小規模なものですから、ですから、需要と

しては十分賄えると。 

○委員  もう一つ、駐車場の施設設備といいますか、そういうものに対しては、余り投

資というものは、このいただいた計画から見るとないようですけども、それは現在のまま
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で、御社の構想が十分に実現できると、こういう理解でよろしいですか。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  十分使えると思います。 

○委員  レンタカーの需要なんですけど、それは駅に近いとか、便利だとか、よそから

来た人はレンタカーが要るんですけども、こういう栄町とかだと、よそから来た人は車で

レンタカーを借りに来ないから、どういう需要を予測して。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  近隣の方々と、近隣の事務所の方なんですね。

そういう方々が、通常のレンタカーの半額ぐらいですから、このレンタカーについてはで

すね。ですから、十分皆さん、使っていただけるということですね。 

○委員  自分で車を持たないで、家の周りちょっと乗るために借りるという人がいると

いうことですか。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  そうですね、それと、レンタカーを使われる企

業の方もいらっしゃいますけれども、そういった企業の方は、今までのレンタカーよりも

値段が半額くらいになりますので、それで使っていただけるということで、かなりの効率

で運営をしております。 

○部会長  日駐管理さんと都市環境整備さんの今年３月の貸借対照表を見せていただい

ているのですが、両方とも当期は損失を出していると。前の繰り越しを見ると、どうもこ

の年からという気がするんですね。利益剰余金があるから、倒産は心配はないのですが、

去年、損失になった大きな理由って何ですか。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  貸し倒れが１億円ぐらいございまして、その貸

し倒れも全部処理しましたので、その分が赤字になっております。 

○部会長  貸し倒れ。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  ある企業に貸付金として貸していたものが返っ

てこなかったという。 

○委員  駐車場業務外ということですね。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  そうです。駐車場業務外です。それと、昔買っ

たゴルフ場の会員権ですか、こういったものの償却だとか、こういったものを昨年度に一

遍にやりましたので。 

○部会長  そういう意味で、より健全な内容だと見てくださいという。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  都市環境でその件で補足させていただきますと、

昨年度ですべてのリストラを完了させていただきまして、ことし上期、仮決算、３月決算

ですが、９月の仮決算では既に２，２００万円の経常利益にはしていただいておりまして、

今年度も、多分４，０００万円ぐらいの営業利益は見込まれていますので、ご安心いただ

ければと思います。 

○部会長  駐車場の利用率というのは、全国的に見てどうなんですか。今、募集してい

るのは結構下がってしまっているんです。全国的にはどうなんですか。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  下がっています。 

○部会長  やっぱり下がっているんですか。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  ただ、大分落ちついてはきました。全国的にか

なり下がってはきておりますけれども、大分落ちついてはきました。三、四年前のいわゆ

るガソリンが高かった時期から始まって、そのときから車離れが非常に進んできまして、
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各駐車場とも、私ども全国に駐車場を運営しておりますけれども、そこの駐車場の売上が

やはり全国すべて下がっております。 

○委員  お仕事をやっていた方が、事業がうまくいかないでおやめになると、跡地は当

面は駐車場というのが千葉市内を見てもたくさんありますね。そういうところの競合が出

てきますから、当然、従来からやっていたところの利用はある程度減ってくるというのは、

これはある意味ではしようがないことだと、そういう理解でいいわけですね。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  そうですね。ですから、景気がよくなって、コ

インパーキングが、建物が建つようになってくるまでは、やはりかなり厳しいかなという

ふうな考えは持っております。 

 ですから、県の駐車場も、ここも平成１９年からやっておりますけども、私ども、かな

りいろいろ努力しましたけども、なかなか下げがとまらなかったんですね。ということは、

あそこの周りにコインパーキングが非常に多くできました。みんな、建物をつぶして、不

動産屋さんに話をお伺いしますと、やはり建物が建っている限りは固定資産税がかかる。

これは建物を活用できている方はいいんですが、そうじゃなくて、たまたま土地と建物を

買ったという方については、建物を壊して、いわゆる平面にしたほうが固定資産税分だけ

が助かるというような考え方の方がいらっしゃるのでということで、不動産屋さんは言っ

ておられました。そういう方が全部ではないと思いますが。 

○部会長  僕は千葉市に住んでいないので、もうちょっと向こう寄りなんですが、結構

空き地に大きなマンションがぼこぼこ建っているんですが、ここなんかも、結構千葉の駅

から近いんだけど、狭過ぎるんですかね。それとも、マンションが建つほど広くないとい

うあれがあるんですね、千葉市の場合。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  そこまでは、ちょっと私はわからないですが、

千葉中央駅、私ども、京成パーキングがやっていますけど、そこに土地公社さんのお持ち

になられていた土地だとか、その隣に、あれは民間の方がお持ちになられていたのだと思

うのですが、ここ二、三年でマンションが全部建ちました。ですから、もう駅から直近で

すから、非常にいいと思いますけれども。 

○委員  その反対側の本町駐車場とか、そっちのほうが空き地が随分目立っていますね。

いわゆる栄町というんですか、あそこの中がみんな駐車場に、だけど、安いですから。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  ですから、私ども、今回、収支をはじくのに、

競輪との提携を来年度からやめられるという、今年度からやめられたのかな、ということ

なんで、その収入が非常に多かったものですから、今までですね。ですから、これからそ

れをどう復活できるのか、あるいは、復活できないのか、この辺は、今後、考えていかざ

るを得ないなというふうに思っています。でも、やっぱり年間６００万とか、１，０００

万とかいうレベルで、今まで収入があったものですから、それが一挙に来ましたので、今

年度からですね。 

○委員  さっきのお話で、中央は、あの辺は今、繁華街ですよね。そこで需要はいっぱ

いあると思うんですけど。それを中央の駅。あそこの中央パーキングのほうに連れていく

と。客のほうはそこまで行くんですかね。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  というのは、京成パーキングは２４時間営業で

有人ですから、ですから、夜間のいわゆる飲み屋のボーイさんだとか、そういう方が夜間
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の月極めをしてほしいということで、需要が多いです。しかし、それはいつでも、もう午

前２時だろうが、午前３時だろうが、出入りできるということで、多いんですね。ところ

が、中央の場合には、どうしても今のところ、２３時で閉めてしまいますので、ですから、

そういった需要に忚えられないんですね。ですから、私ども、そういった街のお客さんと

お話しして、街のお客さんを、中央２４時間にすることによって、人件費は当然上がりま

すから、その上がった分をカバーできるだけのお客さんが出てくれば、２４時間にしたい

なというふうに考えております。 

○委員  中央は自治会館からですね。 

○日駐管理・都市環境整備共同事業体  ですから、当然中央だとか、今の千葉中央の立

体駐車場も含めて、あの辺は繁華街ですから、いわゆる夜中まで、やっぱり繁華な場所で

すから、ですから、そういう意味で、そういったお客さんの需要に忚えられるのであれば、

忚えていきたいなというふうには考えています。 

○部会長  いいです。それでは、ここで終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

（日駐管理・都市環境整備共同事業体 退室） 

 

○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。 

 

（採 点） 

 

○部会長  それでは、パーク二四株式会社・タイムズサービス株式会社共同事業体のヒ

アリングを行います。 

 

（パーク二四株式会社・タイムズサービス株式会社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忚募者と協議中のため、現在公開しておりません） 

 

○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。 

 

（採 点） 

 

○部会長  では、そろそろ次の事業者さんを呼んでください。 

 

（アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体 入室） 

 

○部会長  これからアマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企

業体のヒアリングをさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 １０分間、自己紹介と提案骨子を簡潔に説明していただき、その後、私ども２０分間、

質問させていただきます。よろしくお願いします。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  まず、紹介
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からさせていただきます。こちらから、イワサキ、オヤマダ、ニシハラ、隣がキムラです。

私が、今回、説明を担当させていただきます、オオノと申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 このたびは、２次ヒアリングの機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 

 私ども共同企業体は、平成１８年度から、栄町と中央立体駐車場の指定管理者を行って

おります。市民の皆様や行政当局の皆様のアドバイスにより、無事にここまで運営できた

ことを感謝しております。 

 今回の提案書はボリュームがあり、１０分間という時間ではすべてお話しすることはで

きませんので、提案書の内容で特にお伝えしたいことを三つ、お伝えしたいと思います。 

 １つ目は、さらなる市民サービスの向上を目指して、新しい取り組みにチャレンジした

いと思います。この施設の効用を高めるため、自主事業として、栄町にバイク駐車場の設

備の導入を図りたいと考えます。施設利用者からのアンケートの回答や、千葉市の商店街

環境整備事業にもありますように、この地域の活性化に寄与し、バイクが駐車できないと

いう声に忚えていきたいと考えております。市当局と協議しながら、２３年度からはバイ

ク駐車ができるように設備いたします。３２ページの様式２２号でございます。 

 次に、環境への配慮と利便性の向上でございます。 

 栄町の１階から４階までの照明設備をリニューアルし、省電力化とＣＯ２の削減を同時

に図ります。照明の電力は４９％削減される予定です。これは４６ページの様式３２号で

ございます。 

 次に、電気自動車の中速ＥＶ充電器の設置を行いたいと考えています。先行者的な利用

者へのバックアップの取り込みとして考えております。同じように、あわせて、次年度か

らはカーシェアリングの導入も検討しております。 

 利便性の向上では、定期券の自動更新機を設置したいと考えております。これにより、

定期の更新は夜間でも可能となり、２４時間更新ができるようになり、職員の作業の軽減

や現金の取り扱いが減ることでの安全性も向上すると考えております。 

 次に、利用料金制にすることにより、電子マネー、Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯを導入した

いと考えております。ここ数年で駅中などで爆発的に利用者が増えてきた電子マネー、Ｓ

ｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯでの支払いが可能となります。私どもの導入経験からは、数％から

十数％の増収を見込んでおります。 

 ２つ目は、千葉市への貢献の施策です。 

 平成１８年度から、指定管理者にご下命いただいておりますが、千葉市内を中心に１５

名の雇用を生み出しました。引き続き、職員の採用には市内雇用を基本に行ってまいりま

す。 

 栄町、中央立体駐車場の利用料収入は、前管理者による平成１７年度実績比較で、平均

で台数は１４８％、利用料収入で１５１％の進捗を実現いたしました。これは４５ページ、

様式第３２号でございます。 

 これは、直近の８月に行ったアンケート集計結果でもあらわれており、利用者のうち、

６３％の方が係員の対忚に好感が持てる、親切であると回答をいただきました。なお、こ

のアンケートの有効回答率は８３％ございました。このアンケート結果に驕ることなく、
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明るいあいさつや、丁寧な言葉遣いを初めとする基本的な対忚を十分に意識して、さらな

る市民サービスの向上に努めてまいります。 

 管理運営経費は、２１年度から２３年度比較で７．４％の削減を図り、千葉市への直接

的な利益の還元と自主事業の原資としています。１７ページ、様式１２号と、４９ページ

目の様式３３号でございます。これらを支える業務の透明性の確保については、世間でよ

く言われるＰＤＣＡ、計画、立案し実施して、記録・保管し、評価と改善を図る仕組みが

重要と考えております。 

 さらに、私どもは、内部統制を図るために、２年前から内部監査室を設けました。年２

回の定期的な監査を行っており、今後も継続して監査をしてまいります。 

 ３つ目は、今回は代表企業が交代いたします。 

 私ども、アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等共同企業体は、駐車場

管制機器のトップメーカーであるアマノの全国的なさまざまな機器の導入実現や、問題解

決、収受、対忚のノウハウをこれからも有効に生かしてまいります。 

 また、アマノマネジメントサービスは、平成１５年より、福井県鯖江市にてＰＦＩ事業

を取り組んでおり、７年間の事業実績を完了させ、現在は継続して業務委託を受けており

ます。現在、もう一つのＰＦＩ事業の熊本県長洲町において、平成２０年より、事業期間

１０年で実施しているところです。 

 指定管理者においても、平成１５年の法律の改正から積極的に取り組んでおり、１８市

町村で約７０の施設を管理しております。これらのノウハウをこの職務に生かしてまいり

たいと思っております。 

 また、私どもの企業方針にもある、おもてなしの心を持って、本指定管理に取り組んで

まいります。 

 最後に、指定管理者の構成員である株式会社エー・エム・エスは、平成１８年５月にア

マノマネジメントサービスに社名変更しているため、同じ会社であることを申し添えさせ

ていただきます。 

 これで終了です。ご清聴ありがとうございました。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これから委員のご質問をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、ちょっと様式関係で。提案書様式第３３号で、収支予算書で提案されている収入

の指定管理者委託料がマイナスとなっているのですが、これは市の収入になるのか、どう

いう意味で書いてあるのか、ちょっとご説明を。最初、５３０万で、合計約２，９００万

のマイナスで書かれていますね。ちょっとこれ、わかりづらいのは、収入の合計が２億５，

８００万、支出の合計は２億６，４００万、だから、当然、通常を考えると赤字ですよね。

だけど、上にマイナスがあるから、足せば黒、非常にわかりづらいですが、何でこういう

書き方をされたか。それと、市の収入、さっき言った市に還元するものとして書かれたの

か、その辺をちょっと教えていただけますか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  様式３３号

でございますけども、利用料金収入は、私ども、民間企業でございますので、これだけを

計画してやっていきたいという予算といいますか、計画なんでございます。 

 実際に管理費等については、支出のほうに二つございまして、一つは、従前の管理のＣ
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の部分でございます。それから、自主事業で、実際には先行的な事業が多いという中で、

この費用を見込んでいます。ですから、これだけ私どもの費用がかかるという想定をして

いるのですが、市への還元は、この今、マイナスで表記されているものではございません。

市の還元については、様式１２の１７ページでございますけども、この指定管理事業の売

上が５，２５０万円、年額ですね。これを超えたものについて、市と共同企業体とで半分

ずつ取り合っていきましょうというご提案でございまして、そのほかに、自主事業でバイ

ク駐車場を計画しております。バイク駐車場についても、初年度、２年目ぐらいはなかな

かここまで行かないのではないかということもありますけども、３４５万を超えた部分を

市と企業体と半分ずつ分けようというご提案になっています。ですから、予算が足りない

ような表となっていますけども、これが私どもの考えている数値ということでございます。 

○部会長  そうすると、ちょっとこれ、後で私どもが評価をするときの計算式があるも

のですから、指定管理者委託料のこのマイナスはどう解釈したらいいんでしょう、それは。 

○委員  収入の部に載せないで、こっちの下の管理にかかわる備品経費とかなんかのと

ころへ入れてしまってもいいということですか。そうやって考えていいということなのか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  ですから、

このＡのマイナスというのは、そうですね、書き直したほうがよろしいですか。 

○委員  いやいや、いいですよ。 

○部会長  意味さえ教えていただければ、こっちで計算するときに、入れるのか、入れ

ないのか、いろいろと出てくると思うので。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  これは市の

ほうにお納めする数値ではございません。 

○委員  要するに、さっきの説明だと、新しい事業とかなんかで、経費とか、投資額が

かかるとその分を上へマイナスで乗せたと、こういう整理だったというように思いますけ

ども。そうであれば、本来なら、管理にかかる備品、その他のところへ、いわゆる支出項

目に入れてもいいということですよね。訂正するとか、そういうのではなくて、考え方と

しては。そういう理解で。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  おっしゃる

とおりですね。 

○部会長  それと、もう一つ、この表で、自主事業費の中で、自動二輪の下にエコ事業

とありますね。その一番右に７年契約と書いてありますが、これ、基本的に５年契約です

ので、これはどういう意味でしょうか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  これは、 

ＥＳＣＯ事業と、今、言われていますのは、例えばこの照明設備をすべて、今回の場合、

１階から４階でございますけども、栄町場合はですね。その照明設備を省電力型の照明設

備に変えていこうという計画をしているんですね。その一般的に、いわゆる器具を全部変

えるものですから、この償却期間は１０年になっているんですよ。ですから、その部分で

どうしても残ってしまうというところです。ですから、その先もご下命いただければ、そ

れが途中で儲けに変わるというところなんですけど。 

○部会長  ５年で終わった場合は、取り払ってほかへ持っていくということですか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  それはでき
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ないと思いますので、安い価格でお譲りをするか、次の方にリース料といいますかね。 

○部会長  わかりました。もう一つ、ここで財務書類を見ると、大体５％ぐらいの利益

が回るように事業をやっているかなと、平均ね。そうすると、こっちの経費とかなんかを

見ると、どこに利益が入っているのか見えない。５％、１０％ぐらいが入るんですかね。

確保しないといけない。管理費の一般管理費を２００万とっていますが、これは研修費と

か何かだから、使われてしまうわけでしょう。本部費の費用をとるところもあるのですが、

それもとってないから、どの辺で利益をとっているのかなという。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  全体で利益

をとるわけですけども、主に管理費の中に、あるパーセンテージで入っているというふう

に考えております。 

○委員  そうしますと、５年間で、一番上の指定管理費委託料のマイナスの部分、２，

９６１万を下へ移して、そのかわり、収入が増えますから、５年間で御社の場合は余剰金

が出ないと、こういう理解でいいんですか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  そうでござ

います。 

○委員  そうすると、無料で市の施設を借りて、５年間運用して、一銭の余剰も出ない

と、こういうことになるわけですか。それで間違いないですか。いや、構わないんですよ。

適切に市民にサービスが行き届けばいいのであって、それがどうこうとか言っているわけ

じゃないんです。この表から見る限り、そういうことになりますけども、その５，２５０

万が出た場合の５０％、だから、５，０００万を超える分、例えば初年度については、２

５０万の５０％で１２５万円は施設使用料として払います、従って、最終年度の平成２７

年度は２５０万と１００万、３５０万の５０％、１７５万円を払いますよと、こういうこ

とですね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  あくまでも、

市への納付金は５，２５０万を超えた部分でございますから。 

○委員  だから、それは払う。今言ったように。そういう理解でいいわけですね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  市への還元

というところでございますけども、前のことを言ったら仕方ないところもあるんですけど

も、従前のこの５年間は、当初、市から１年目、２年目ともに補助をいただいてやってお

りました。その中で、我々もコストダウンしていきまして、その中で、例えばこの様式３

１号でございますけども。昨年度になりますね、平成２１年度の管理経費は５，３６２万

円というところで、今、推移しております。ここから私どももコストダウンを図っていこ

うという、投資もしながらコストダウンを図っていこうという計画でございますので、卖

に土地を借りているというより、指定管理で何とか、市民の皆様によりよいサービスを提

供したいというふうに思っておりますので。 

○委員  私は千葉市じゃありませんから。ただ、当然建物があって、機械とか全部入っ

ているわけで、将来的に更改しなければいけないという問題が出てくるはずですね、一般

の我々の民間の会社の考え方では。市の納付金がないということは、全部壊れてしまった

ら、また税金で造れと、こういう議論になりますね、丸々ね。だけど、指定管理者制度と

いうのは、尐なくとも、尐しでもそういう剰余金を残していって、それで次の自治体の負
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担を尐しでも減らしたらどうだという考え方がもちろん中にはあると思うので、そういう

意味で、この５，２５０万を超える分については払うけどという、そのかわり、超えなか

ったら払わないと、こういうことでよいのかな、ということです。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  そういう提

案をしております。 

○委員  御社の考え方としてはそうだと、こういう理解でいいんですね。 

○委員  電気自動車充電事業の収入ゼロというのは、これは何でゼロになるんですか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  ご提案をし

ている中で、通常の一般のご利用、駐車料金を払っていただける方については、無償で充

電をサービスさせていただいています。ただ、何らかの理由で、無料でお停めになる方が

いらっしゃいますので、そういう方には駐車料金相当額をいただこうというふうに考えて

おりますので。 

○部会長  多尐の収入がある。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  それは市と

協議しながらだと思いますけれども、どうしても、台数１台しか計画しておりませんから、

長い時間、朝から晩までとめられると、そこをどけることはできませんから、そういう意

味で、抑制とサービスということを考えているわけですけども。 

○部会長  今まで、アマノさんが指定管理者ですね。この一、二年、アマノさんが悪い

わけでなくて、外的要因で、たしか１３％ぐらい下がっていると。今回、提案して、かな

り元へ戻すと言っていることは、新規まき直しで心を入れ替える、その部分の何か。ちょ

っと我々が商売を見ていると、しようがない部分があるから、これからこうやるんだとい

う、その方策とか何かを具体的に言ってくれると、我々、評価しやすいのでね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  私どもの前

の管理のところから見れば、先ほどオオノが発表しましたように、数十％の増収になって

いるんですよ。ただ、若干今年、去年と、尐しずつ下がってきているのが実態です。 

 例えば、栄町駐車場の近隣には、非常に安いコインパーク、お店が閉じると土地をきれ

いにして、きれいでないところもありますけれども、コインパークをする方が多いんです

ね。実際の駐車料金も、これが非常に安かったんです。６０分１００円とか、ここの市の

駐車場の３分の１ぐらいでコインパークが営業している事実がありまして、そういうとこ

ろの影響が尐しずつ出始めたというところです。 

 私どもは、営業時間を、栄町については、従前から２４時間営業にしましたので、その

影響もあって収入が伸びたのですが、中身を見ますと、やはり月決めの方が、定期貸しで

すね、多いというのが、実態でございますので、なるべく時間貸しの駐車をというように

考えています。 

○部会長  それは付加価値をつけると。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  そうですね。

ちょうど、アーケードが廃止されまして、非常に見通しがよくなりました。ですから、そ

こに駐車場がありますよということを、看板を置いて、新規のお客様には注視していこう

というところが一つはございます。 

 それと、すぐそばに、私どもは自営の駐車場をやっております。そこもアウトリーチと
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いう提案をしているのですが、そこでお使いになった車の方にサービス券を発行して、そ

の方に市のほうに来ていただくと。私どもがサービス券を市から買うということになりま

すから、いわゆる収入の移転的な部分はあるんですけども。まず停めやすい駐車場ですと

いうところを知っていただこうというのを考えております。ですから、その部分は、私ど

もの会社の負担でやっていきたいと考えておりますけども、それが一つですね。 

 それと、あと、再度、周知を高めるための宣伝であるとかいうのは、また巻き返しでや

っていきたいなと思っています。 

○委員  ちょっとよくわからないのですけども、自主事業で自動二輪の駐車場を造ると

いうことになっているんですが、これは市のほうとの協議なく、駐車場内に自動二輪の駐

車場というのは、これ、業務の範囲内でいきなり。ちょっと市にお聞きしたほうがいいの

かな。提案書は３２号。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  様式３２号

の４６ページにも書いてありますし、あと、どういうレイアウトになりますかというのは

３３ページのほうにも書いてあるんですけども。これぐらいの台数、１５台でございます

けども、私どものこのご提案の計画です。ですから、これが多い、尐ないというのはある

と思いますから、市と協議しながら、この台数の増減というのは図りたいと思っています

けども、どうしてもいっぱいというレイアウトの都合もありまして、今は１５台でご提案

しています。ですから、これから、この台数がふさわしいのかどうか、協議したいと思っ

ています。 

 今、１階は身体障害者のスペースが幾つかありまして、それを尐し移動させないとでき

ないんですね。ですから、この辺の協議は当然必要だというふうに考えております。 

 千葉市におかれましても、オートバイの駐車ができないという声は高まりつつあるんだ

ろうと思うんですね。その中で、やはりここにオートバイが停められると。いわゆる原付

自転車ではなくて、それ以上のオートバイですね。それが停められるようになれば、不正

駐輪、駐バイクですかね、それもなくなるでしょうし、例えばモノレールの下の、ちょっ

と駅の名前忘れましたが、ここを見ますと、原付と書いてあるんですけど、大きいのが停

まっているんですよ。どうしてそうなっているのかわかりませんけども、登録制でしょう

から、本来はそんな大きいのを停めてはいけないんですけども、やっぱり大きいのが停ま

っていたりするんですね。ですから、本当に歩いて一、二分のところですから、正々堂々

とお停めいただける場所を提供するのも、一つの指定管理者の役目なのかなというふうに

考えています。 

○部会長  東京の官庁街のところの美術館へよく行くのですが、結構大きいオートバイ

がでんと停めてありますよね。あれも変だなと。 

 実は、今回、僕がびっくりしたのは、僕は、実は昔、電子設計技術者でですね、ある会

社に行ったときに、僕じゃないですが、同期で入った方がアマノさんと競争する製品があ

って、こてんぱんに負けているところなので。すばらしい製品で。たしかガソリンスタン

ドの何かの計算の電子関係の…何だったかは知らないけど、僕も自分が担当したのではな

いからわからないけど、すばらしい会社だということは記憶があって、ああ、そうだなと。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  ありがとう

ございます。このオートバイは、近隣ですと船橋でもやっておりますので、これは市から
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土地をお借りしてやっているのですが、非常に需要が高いです。ですから、千葉市も当然

需要が高いと思っています。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  実際に指定

管理者をやらせていただいていて、何名かの方ですけど、バイクで来られて入れさせて欲

しいとか、何で入れないんだというご意見も、現指定管理においてありましたので、そう

いう意味で、意見も踏まえてもおります。 

○委員  この３３号の収支計算で言うと、自動二輪は１３０万円の収入で、２１０万円

の支出、赤字でやると。ずっと赤字のままですか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  当面は赤字

ですけども、２年目、３年目からは。 

○委員  ２年目も１８０万円と２１２万円、ずっと赤字の計算で。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  予算的には

そういうあれになっていますけども、これ、千葉市さんといろいろ協議しなきゃいけない

部分があると思うんですけれども、オートバイは、どうしても取り締まりとちょっとリン

クしているんですよね。これは県になるんでしょうかね、警察と。取り締まりを、入れ物

をつくって取り締まりをやっていただければ入るんですよ。取り締まりを今はできない状

況だと思うんですが、ないから、なかなか。ですから、どっちが先だというのはあるんで

すけども、これは計画をしたならば、千葉市、千葉県、千葉県警察と協議して、こういう

駐車場がありますので、取り締まりをぜひやってくださいというようなことをやっていか

ないと、なかなか黒字にはなってこないとは思います。 

○委員  そういう見込みというのは、要するに何台ぐらい利用すれば、これが採算とれ

るのか。やればやるだけ赤字なのか。元々の計算上はどうなんですか。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  もう尐し台

数を増やせば、倍ぐらいですかね。増やせば黒字に向くと思いますけども、最初はなかな

か、そんなに造っても、お客さんが来ませんので。 

○委員  認知度が広がっていかないですね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  半年だと思

っておりますね、認知されるのが。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  他所の話で

恐縮なんですけれども、船橋駅の近くのバイク駐車場も、最初、１５台ぐらいだったんで

すけど、やはり全く認知がなかったんですけど、今は常設、ずっと満車になっております。

これは約１年半ぐらいで。 

○部会長  それ以上、収入を増やさないとだめです、この計画。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  利用料金収

入のＢというところの様式３３号ですけど、そこに５，５００万円、これを何とかやって

いきたいと。 

○委員  だから、仮にいったとしますよ。５，５００万円いったとしても…上のマイナ

ス分があるのか。これを下へと…でも同じだな。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  ですから、

例えば２３年度の５，５００万円できたとしますと、２５０万円が対象になりますので、
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その半分を市へ納付金と。 

○委員  だから、それは下のどこへ。 

○委員  この管理費を減らす。 

○委員  どこからか、本社から持ってくるの。 

○委員  管理費の１，２５０万円を減らして払うということですか。管理費というのは

本社の取り分ということですか。 

○委員  この管理費とか何かに入っているのですか、これを見ても入ってないんですよ

ね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  これは私ど

もも、質問すればよかったんですけど、一番最後の※３の、指定管理委託料から、管理運

営費、利用料金収入と引いていきますと、どうしてもマイナスになってしまうんです。 

○委員  マイナスになってしまうんですね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  ですから、

ここに市への納付金という項目があればきちんと書けたんですけど。 

○委員  いや、いいんだけど、原資がないんだからどうやって払うのかなと。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  原資はこの

利用料金収入の５，５００万円でございます。その中で５，２５０万円を超えた部分をお

支払いするという。 

○委員  ５，５００万円でいいんだけども、支出のほうが多くなって。 

○委員  管理料を適当に。 

○委員  どこかで削らなきゃいけないですね。 

○部会長  様式がおかしいんだね。だって、委託料は払わないからね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  委託料はい

ただきません。 

○部会長  独立採算制で、ちょうだいと言っているんだからね、市のほうでね。だから、

この様式がちょっと変なんです。 

○委員  市の持っている施設をコストなしで預かって運営するわけですから、最低限、

剰余金が出なければ、これはおかしいということになるんですね。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  出るという

計画でございます。出るという計画をしています。 

○委員  実態はわかりませんから、それでしかわからないから。だから、それは我々の

見方が違っているのかどうかということで。 

○部会長  これを計算すると、その収入の合計も変なものになってしまうんですね。こ

れは次の話なんですけど、恐らく、様式が独立採算制の委託料を払う場合と違うんだと思

う。とわかれば、それほどおかしくない。 

○委員  指定管理というのは委託料を払うという前提でこの様式ができているから、そ

れに当てはめるところに無理があるのかもわかりませんけど。ただ、卖純にこうやってや

ると、経費のほうが、コストのほうが多いわけだから。いや、それは納付金というのが、

売上がいかなきゃ払わなくていいんだけど、いったらどうするかということになると、ど

こからか経費を詰めなきゃいけませんよと。 
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○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  覚悟はござ

いますので、よろしくお願いします。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  年間の 

５，５００万円は必ず初年度から出していきますので、そのうちの５０％、売上分配方式

ということの新しい仕組みを取り入れて、市への余剰金を貢献したいと思っています。 

○委員  まぜ返して申しわけないけど、民間企業の税金分は出るのかな、出ないってこ

とか。 

○部会長  そうなんですね。固定資産税も払っていないし、建物の償却もかかってない

わけだから、かなりのげたを履かされているから、そういう意味では、頑張ってください

という。 

○委員  もっと頑張ってと、こういうふうですよね。これでいいという、採算が合って

いればいいじゃないかと、こういうことではないと。 

○アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体  まだまだそ

ういう新しい投資をしているものですから、ドライブがかかれば、一挙にドライブがかか

ってくると思っております。 

○部会長  ありがとうございました。 

 

（アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体 退室） 

 

○部会長  それでは、５分間のアマノさんの採点と同時に、４者の見直しに、全部で１

０分ぐらい見ますので、１５分ぐらいで採点の見直し等も同時にやってください。 

○事務局  先ほどもありましたけども、１０点満点のところと、５点満点のところがご

ざいますので、お気をつけください。 

○委員  この管理経費の縮減を書くには、計算をし直さなくていいんですか、さっきの。 

○事務局  管理経費の先ほどの点数をお伝えした部分なんですけれども、その管理運営

経費の中に市への納付金が入っているところと、入っていないところと、入っているのか

入っていないのかわからないところがありますので、先ほどの計算のままでは、ちょっと

不公平が生じるのではないかと思います。入っているのが日本駐車場工学研究会。日駐管

理・都市環境整備は、そもそも市への納付金が幾らになるのかわからないということです

ので、よくわからないです。パーク二四は入っていないということで、アマノは入ってい

ない。なので、日本駐車場工学研究会を引くことはできるのですが、日駐管理のほうが引

けないので。計算が難しいです。申しわけございません。この様式が、多分設定が悪いん

だと思うのですが。 

 

○部会長  事務局から、説明がありますか。よろしくお願いいたします。 

○事務局  先ほど、管理経費の低廉化の欄の、それぞれの忚募者の欄に、１０点から８

点までの点数を入れていただきましたが、先ほど、ご説明いたしましたように管理経費の

中に、市への納付金が入っているものと入っていないものがございました。 

 それで、このままですと不公平が生じてしまうものですから、大変申しわけございませ

ん。先ほどの管理経費の低廉化の欄は、すべて１０点ということで、一律という形にして
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いただきたいと思います。ですから、すべての忚募者について１０点ということで、公平

という形を取らせていただきたいと思いますので、すみませんが、直していただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○部会長  そういうことで、１０点でお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員  次回は変えたほうが。 

○部会長  これで見て、わからない、しようがないですよね。向こうはね。 

○委員  書式がわかりにくかった。 

○部会長  それで、ここ利益出ています。還付するとなるとね。 

○地域振興課長  もう一点、よろしいでしょうか。 

 先ほど、ご質問の中で、ＥＳＣＯ事業が７年契約というお話が出ておりまして、残りは

どうするのかという話なんですけども。やはり指定期間を超える契約には問題があると思

われますので、認められないと考えております。 

○委員  では、変えないの。省エネにしないと。 

○地域振興課長  はい。 

○部会長  ＥＳＣＯ事業で、ここで、３３年で７年契約って書いてある。 

○委員  電灯を付け替えるんですって。 

○地域振興課長  ７年という前提であると。５年であればやります。 

○委員  そうすると、リース費か何かのコストがちょっと変わってくるということです

ね。 

○地域振興課長  はい。 

○部会長  可能性はありますよね。 

○委員  というか、もうやめてしまうしかないですよね。 

○地域振興課長  ５年間で、何とかうまく。 

○委員  ７年というのを消してもらって。 

○委員  事業計画とかあるわけだから、そこでお金で決済すればいいんだよね。 

○地域振興課長  そうですね。 

○部会長  お互いの有利なようにね。 

○委員  省エネになるんだったら、したほうがいいし。 

 

（休憩） 

 

○部会長  それでは、採点表を配られましたので議事を再開します。 

 事務局から、採点の集計の形についてご説明をお願いします。 

○事務局  それでは、お手元にご用意してございます、千葉市路外駐車場採点集計結果

についてご報告申し上げます。 

 まず、「社団法人日本駐車場工学研究会」合計点が４５０点。平均点の合計が、１１２.

６点となります。 

 続きまして、「日駐管理・都市環境整備共同事業体」合計点が４５０点。平均点の合計が

１１２.５点でございます。 
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 続きまして、「パーク二四株式会社・タイムズサービス株式会社共同事業体」でございま

す。合計点が４４９点。平均点の合計が１１２.３点でございます。 

 最後に、「アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体」でご

ざいます。合計点が４７１点。平均点の合計が１１７.８点でございます。 

 従いまして、順位は「アマノマネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同

企業体」が１位、「社団法人日本駐車場工学研究会」が２位、「日駐管理・都市環境整備共

同事業体」が３位、「パーク二四株式会社・タイムズサービス株式会社共同事業体」が４位

という結果でございます。 

 よろしくお願いします。 

○部会長  それでは、この結果についてご意見、ご質問等ありましたら、よろしくお願

いいたします。 

 僕の個人的感想だと何となく、こんなものかなという。ただ、１位と２位の差、ほかと

はちょっと大きいというのは、これほど僕の中でなかったんだけど、順位としては何とな

くそんなものかなというふうに思っています。 

 アマノさんは、なかなかメーカーで、きちっとして硬くて、説明も何か、ちょっとつっ

けんどんなところはあったなという感じがするけれど、ある意味では、安心かなと。それ

と、やはり、今回、ここが、もし決まったら、新規まき直しの気持ちを一新してやってく

れよという部分がないと。なかなか新しく入ってきたほうは、恐らくやはりいろいろと手

を打つんだけど、継続だとちょっと手を抜かないかな、その辺は後で附帯的に意見を入れ

たほうがいいのかなという気はします。 

○委員  だから、関連して言えば、これをぱっと見ると、４人が４人とも最後のいわゆ

る経費とか収支の見通し等について、一番低い点をアマノにつけているんですね。だから、

こういう点は、今後、仮に決まったとしたら、条件として何ていうか、附帯条件というか。

指導というポイントとして、やはり結果的に伝えていただきたいと、こういうふうに思い

ます。 

○部会長  やはり、僕も附帯意見というのをつけてもらいたいのは、いろいろと見て、

ここはパーフェクトではないし、いろんなところがあるから、やはりわかったことはつけ

たほうがいいなという気で、やはり我々はこれをやっておけば、納得いくかな、というこ

とです。 

○委員  やはり、アマノは５年間やってきた慣れみたいなのが、甘えみたいなものがあ

って、収支の表も、支出から収入を差っ引いてしまうなんて、これは、もう常識的にはあ

り得ないことなんだけど、その辺、指摘しておいても良いと思います。 

○部会長  そうだね、おかしいと思わなくてはいけない部分。 

○委員  そういう点なんですよね。不正とか、そういう意味ではなくて、そういう一種

の甘えみたいなものは、きちっと指摘しといたらよろしいのではないかと。 

○部会長  どうでしょうか。これは、１位、２位、３位まで確定するという。１位は、

これで、あと２位と３位、どうでしょうか、これ。１点しか違わない。 

○委員  ０コンマ１。 

○部会長  ０．１か。 

○委員  次も。 
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○部会長  ほとんどこの三つ差がないんですね。ここ、差は僕なんかもつけられないな。 

○事務局  先ほどの午前中のコミュニティセンターと同じくですね。路外駐車場の件に

つきましても、第一順位のものがすぐれていた点とか、一番にされた理由等、申しわけあ

りませんが、三、四点、また出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○部会長  まず、アマノを１位ということで決定する。ではその次に、なぜ１位にした

かということですが。 

○委員  私としては、やはり事業計画、その他が非常に意欲的であったのが一つ。当然、

だから自主計画、ただし自動二輪の問題が、ちょっと問題があるんですけれども、それは

市の都合による問題であって、意欲とかそういうものは買える話であります。だから、事

業の計画が、非常に意欲的で多岐にわたっているという点を強く評価したということです。 

○部会長  あとは、自主事業を、本当にいろんなことやっているというのでしょうか。

二輪車は、あげられないような気がするけど、あとエコとか、カーシェアリングとか、こ

ういう何か、さっき、ちらっと見て五、六個はありました。 

○委員  あとに、ちょっと気になったのは、やはり自動二輪の場所を確保するのに、身

障者用のスペースをなくしたというような話もあったので、やはり、市の資産を使ってや

っている仕事で、そういったところへの配慮というのは事業収益を上げると同時に、やは

りそこのところは、なるべくカットしないでやれることを講じてほしいという気はしまし

た。 

○部会長  これは、附帯という意味ですか。書いたほうがいいですかね。 

○事務局  今、自動二輪の件に関しましては、先ほど質問もございましたけども、まだ

市のほうとも、本来業務としての自動二輪の駐車場自体が、駐車場としての本来業務でご

ざいますので、この辺のところが、自主事業としてかみ合うのかどうかという点が、まず

ありますけれども。 

 そこから先、また、このアマノのほうが、１位として確定した場合におきましては、そ

の辺のところを条例等の関係もございますので、その辺のところは、また再度、詰めてい

かなければならない点ではないかと思います。 

○部会長  それと、先ほど言った過去５年間の慣れってないでしょうかね。新規にかけ

る、何て言ったらいいでしょうか。 

○委員  でも、最初のころは何か、かなり市のほうから具体的に資金的な援助も受けな

がら、という話が出ていましたよね。 

 今回の収支の関係を見ると、やはり、とにかく余り市に対してバックするということは、

余り念頭になかった。利益を出すのが目的ではないけれども、利益が出ないんだったらば、

どうして利益が出せないのか、バックできないのかということも含めて、その辺のところ

は慣れというのか、市に対しての甘さがあるような気がしたんですけれども。 

○部会長  基本的に、ある意味、税金を市に返すという義務があるような気がするんで

すが、金額の多寡というのは、ある意味で民がやらない官の独特なものをやるんだったら

許されるというか、その分の工夫しないと、というのはやはり、すぐ民業圧迫とか、何で

官がやるんだよとなるので、これはやはり、げた履いてる分はやらせていただくというと

ころが、今後、要るような気がします。 
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 あれ以外と、あの場所というのは、売ったら高く売れるんじゃないかというのと、逆に

言うと、あそこは駐車場であることが、今後の３０年、５０年後を考えたら、非常に交通

とか、いろんな意味で重要になってくるのかなという、今ちょっとお荷物かもしれないけ

どというのもあるので、逆にやはり大事にしていかなくちゃいけない部分もあるのかなと

いう。 

○委員  市の資産としてね。スペースとしてね。 

○部会長  今は、あれで、恐らく１０年、２０年すると変わってくるというか、結局、

都市化に集中してくる傾向にあると、やはり千葉にも今後どんどん集中してくるのかなと

いう。 

○委員  将来的に、栄町再開発なんていったら、あの土地は大変な額になりますよね。 

○部会長  昔、僕は奄美大島に行ったとき、もう１０年前ぐらいなんですけど、もう遠

いところから、どんどん村がつぶれて、やはり、ああいうところでもどんどん都市化して

きてるんですよね。それはやはり、この前も三島の人に会ったら、なかなかいいところが

ないと。沼津は、もう全然だめだというんですよ。あれは、もう江戸時代に道中になるよ

うな、ちゃんとしたところなのですけど。だから、ここでの交通機関がいいから、結局、

集中してくるから、そのあたりを考えながら大丈夫だと思いましたね。 

 あと、ありますでしょうか。 

○委員  あとは、もう尐し、あそこが駐車場であるということの看板をつけるなり、表

示をするなりという、その努力はかなり強気の利用料収入は見込んでいらっしゃるんだけ

れども、それを裏づけるためのいろんな細かい方策は考えられたほうがいいような気はし

ました。 

○委員  駐車場として、駅までの距離が半端なんですよね。地方から来て、あそこにと

めて、デパートなんかでもちょっと距離が遠いという。それに客層はどこをねらってるの

かというと、郊外の人をねらっていると、あそこでとめるには半端だねという。 

○事務局  申しわけありません。先ほどから附帯意見、幾つか出していただいています

けれども、とりあえずアマノのほうは、第一順位とするべきすぐれていた点を。先ほど委

員のほうから、主要計画が意欲的で多岐にわたっているので評価できるという点と、部会

長のほうからエコ自動車に対する取り組み等に先進的なものがあるという意見がございま

したが。 

○委員  もう一つは、要するに駐車場管理のノウハウとか、実績とか、それに伴うノウ

ハウとか、そういうことがやはり４社の中で、一番しっかりしているように私自身は受け

とめられたということですから、安心して任せられると、こういうことも大きな理由だと

思いますね。目新しいことではないけども。場合によると、それが一番大きい理由かもわ

かりませんね。 

○部会長  以上で、選定理由は大丈夫でしょうか。 

○事務局  部会長さんのほうで、ご確認いただきたいのでございますけれども、「アマノ

マネジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体」は、総得点で勝ってい

たという点と、主要計画が意欲的であり、多岐にわたっていて評価できるという点。それ

から、エコ自動車等に対する取り組みの提案等に、先進的なものがあるという点。それか

ら、駐車場管理のノウハウが蓄積されていて、今後も安心して任せられるという点が強い
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点ということでございます。よろしいでございましょうか。 

○部会長  はい。 

○事務局  ありがとうございます。 

○委員  附帯意見は。 

○委員  先ほども言いましたけれども、収支の改善については、細心の注意。細心とい

うか、もう全精力を傾けるべきだと。ある意味では無料で使っているわけですから、そこ

の還付金がなければいけないという。 

○事務局  附帯意見としましては、委員さんが言われていますように、還付金がなけれ

ばならないという点で、それから、今後の検討課題でもありますが、自動二輪の駐車場を

作る際は、身障者駐車場を削らないでやってもらいたいというのがありますね。 

 それから、駐車場が目立つような看板をつけて、駐車場としての表現といいますか、そ

れを強めてもらいたいという点。それから、ちょっと注意といいますか、過去５年間の使

途の関係、利益を出す、還付金についても相忚なものが出てこないということは、市に対

して若干の甘さがあるのではないかという点、ご注意があったということで、よろしいで

ございましょうか。 

○部会長  はい。そういう内容で附帯意見をつけるということで、よろしくお願いをし

ます。 

 それでは、路外駐車場の指定管理予定候補者とすべきものを、第一順位の「アマノマネ

ジメントサービス・アマノ千葉市立駐車場等管理共同企業体」といたします。 

○事務局  第一順位はアマノでとなりますが、第二順位と第三順位まで決定していただ

きたいと思います。 

○部会長  これは、物すごく点差が小さいですが、第二位として「社団法人日本駐車場

工学研究会」、第三順位として「日駐管理・都市環境整備共同事業体」としたいと思います

けど、それでよろしいでしょうか。 

 異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員  異議ないですね。還付金・納付金の問題があるんだけれども、そこのところは、

やはりこの順ですからね。それでよろしいんじゃないでしょうかと私は思います。 

○部会長  では最後に、次回は明後日に第４回の部会を開催いたしますが、その関係で

事務局からご説明があれば、お願いいたします。 

○事務局  第４回部会でございますが、明後日、１１月２４日水曜日でございますが、

文化施設等、及び市民ギャラリー・いなげの指定管理予定候補者の選定をお願いいたした

いと思います。 

 ただし、両者とも申請団体が１者であるため、選定の審議の前に、選定方法について、

協議をお願いしたいと思います。 

 両者の選定後は、非公募施設であります千葉市美術館の指定管理予定候補者の提案書に

対しまして、委員の皆様のご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

を申し上げます。 
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 なお、当日は、朝９時半から、この部屋同じく「５２講習室」でございますが、ここで

の開催となりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 ありがとうございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 すべて、本日の議論は終了いたしました。 

 それでは、事務局におかえししますので、よろしくお願いします。 

○事務局  長時間にわたり、慎重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３回市民・

文化部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。 


