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平成２２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第２回中央区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年１１月２４日（水）午後１時００分～午後５時４３分 

  

２ 場所：千葉市中央区役所４階会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山清亮委員（部会長）、木頭信男委員（副部会長）、淡路睦委員、 

伊藤雪代委員、步五雅光委員 

（２）事務局 

小早川中央区地域振興課長、斉藤補佐、山本振興係長、志村副主査 

 

４ 議題： 

（１） 中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理者の選定について 

（２） 今後の予定について 

 

５ 議事の概要： 

（１） 中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理者の選定について 

各申請者について、提案内容に関する申請者に対するヒアリングを行った後、委員

による採点を経て、順位を決定した。 

（２） その他 

本委員会の今後のスケジュール等について、委員に伝達した。 

 

６ 会議経過： 

○事務局  定刻となりましたので、ただ今から「平成２２年度千葉市市民局指定管理者

選定評価委員会第２回中央区役所部会」を開催いたします。 

それでは、まず資料の確認をさせていただきます。 

配付資料は、本日の次第、委員名簿、席次表、スケジュール表、応募者一覧表、千葉市

コミュニティセンター指定管理者指定申請書、提案書ならびに、提案書の写し、審査項目

一覧、審査採点表です。以上をお配りしております。おそろいでしょうか。 

不足等がございましたら、お知らせください。 

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名全員が出席しておりますので、千葉市公の施設にかかわる指定

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ことをご報

告いたします。 

それでは、開会に当たりまして、中央区役所地域振興課長の小早川よりご挨拶を申しあ

げます。 
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○中央区地域振興課長  地域振興課 小早川でございます。本日は、お忙しい中、皆様

お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

この市民局指定管理者選定評価委員会の中央区部会ですか、本日２回目ということで、

先日の８月１０日に第１回を行いまして、その後、９月２７日に募集要項等を公開して、

公募をスタートいたしまして、１０月７日には、現地説明会を行いまして、その際に１０

団体が現地を見まして、その後、１１月１日から５日の申請期間で、最終的には３つの株

式会社と１つの共同事業体の４団体からの申請がございました。 

先日１２日に一次審査として書面上の審査を行い、７項目すべてにおいて該当したとこ

ろはございませんでしたので、本日、その４団体について審査をしていただきたいと存じ

ます。 

 この指定管理者の審査は、期間が短く、提案書をお届けし、ご覧いただける時間も、厳

しかったものがあろうかと思いますが、いずれにしましても指定管理者制度ということで

多様化する住民等のニーズに対応していただいて、効率的な運営、経費の縮減ということ

を委員の皆様方には、厳しい目で見ていただいて、よりよい指定管理者の選定をお願いし

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。 

 

○事務局  続きまして、本日の部会の進行につきまして、事務局よりご説明いたします。 

 

○事務局  部会の進行についてご説明させていただきます。 

 千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理者には、３社の独立企業と一つの共

同事業体から応募がございました。 

 本日は、各応募者による提案骨子の説明を１０分間、ヒアリングを２０分間行いまして、

応募者退席後、５分間で仮採点を行っていただきます。同じ工程で４社が終わりましたら、

改めて採点の見直しなどをしていただき、集計をいたします。 

 お手元の審査採点表の「管理経費の縮減」の欄でございます。「（２）管理経費の低廉化」

は、既に配点してございます。 

 配点方法につきましては、指定管理者委託料の５年間の合計額は、提案書様式第３３号

に記載がございます。１社目、株式会社京葉美装が２億２,０１１万５千円。千葉ビル代行・

キャリアライズ共同事業体が２億５,４５４万５千円。株式会社千葉マリンスタジアムが、

２億３，９１１万円。アクティオ株式会社が２億６,６０８万８千円。 

でございますので、株式会社京葉美装の指定管理者委託料が最低提案額となります。 

 計算式は、提案額２億２,０１１万５千円を同額で割ったものに１０点を掛けております

ので、株式会社京葉美装の点数は１０点とあります。 

 同様に、千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体が８．８４点になりまして、小数点

以下を四捨亓入し、整数にして９点、株式会社千葉マリンスタジアムが９．２０点となり、

整数にして９点、アクティオ株式会社が８．２６点となり、整数にして８点となりますの

で、配点表には、以上の配点を記載してございます。 

 

○委員  すいません。質問よろしいですか。今回、５段階評価ということで伺っており

ましたけれども、奇数の評価になる点はどういう事情でしょうか。 
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○事務局  提案書様式第３３号については、奇数の配点もあります。 

 

○委員  私どもがつける場合は、配点が１０点満点の評価については、１０、８、６、

４、２でよろしいですね。 

 

○事務局  はい。 

  

○委員  わかりました。 

 

○事務局  では、続けさせていただきます。 

 次に、配点が１０点の審査項目につきましては、配点欄を網かけしてございます。また、

今ご質問等がありましたけれども、配点に係るお願いといたしましては、各審査項目の配

点が５点と１０点に分かれておりますので、この点数を上限とさせていただきます。 

 採点表の各小計欄、合計欄は事務局で計算いたしますので、空欄のままで差し支えはご

ざいません。採点結果を発表した後、委員の皆様での採点結果について意見交換をしてい

ただきます。また、必要に応じまして、再度１回の採点を行うことができます。 

 採点結果及び意見交換等により、予定候補者の第１から第３までの順位が決定し、本部

会としての選定理由をまとめ、本日の部会を閉会することとなります。 

 各社が説明する時間につきましては、先ほどご説明のとおり、３０分以内に限りらせて

いただきますので、残り時間が５分と終了時間になりましたら、それぞれ事務局からお知

らせいたします。 

 最後になります。委員から事前にご質問を頂戴しており、各応募者からの回答はお手元

に配付してございます。 

 以上でございます。 

 

○事務局  それでは、第１回の部会において選出されました委員に部会長として、会議

の進行をお願いいたします。 

 

○部会長  さきの部会で部会長に選任していただきました横山です。皆様のご協力をい

ただき、この会議を進めてまいりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、申請書の受け付け順に応募者が入室いたします。 

 委員の皆様には限られた時間内で質疑並びに採点をしていただきますので、時間配分及

び質問内容には、ご配慮とご協力をお願いします。 

 

○事務局  １社目は、株式会社京葉美装でございます。 

 

（株式会社京葉美装 入室） 

 

○部会長  このたびは、中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者にご応募いただき、

ありがとうございます。 
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 それでは、ご出席の方のご紹介と提案内容のご説明をお願いします。 

 なお、説明は提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を含め３０分以内といたします。 

 では、お願いします。 

 

○株式会社京葉美装  それでは、お世話になります。株式会社京葉美装と申します。私

は、代表取締役の國吉晃甲と申します。また、右の者が穴川コミュニティセンターで現在、

センター長を務めておりますマツバラヒデオと申します。左の者がビル管理部のイシヅカ

ユウジ副部長でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、提案書に沿ってご説明申し上げます。 

 かなりボリュームがございますので、重点を絞って、提案書のページに沿ってご説明を

申し上げます。 

 まず、２ページ目でございます。 

 

○部会長  ページ数と様式番号を併せていただけるとありがたいですが。 

 

○株式会社京葉美装  提案様式１号、２ページをご覧ください。 

 上のほうから、指定管理者制度を用いた公の施設の管理運営のあり方についてでござい

ますけれども、市民の声に敏感に耳を傾け、市の代行者であることを十分に自覚し、常に

市と連携をとりながら、できる限りボランティアマインドを持って公と民の長所を最大限

に引き出すことを念頭に置き、地域をよくしていきたいという高い志を持って管理運営を

展開していきたいと考えます。 

 また、同じページの下の欄の地域活性化に寄与するという点でございますけれども、地

域活性化のためには、地域住民の活動の活性化が不可欠であり、地域住民が地域を愛する

気持ちの中から生まれる自らの地域を自らの手でつくるといった自立した市民の主体的な

活動が重要であると考えております。これには、自立した市民活動の拠点としての公の施

設は市民意識醸成などのものに役立つものと考え、その管理を通して、地域活性化に大き

く寄与していくものと考えております。 

 続きまして、提案様式２号の３ページ目でございますけれども、市と指定管理者の関係

についてですが、指定管理者は公の施設に関する業務を市の代行で行うものということで、

市と指定管理者は常に報告、連絡、相談を行い、相互信頼に基づいた一体感を持った関係

である必要があり、それは今言った運営を心がけます。 

 続きまして、尐し飛びますけれども、提案様式６号、１２ページをご覧ください。 

 苦情の未然防止と苦情のあった場合の対応方法でございますけれども、利用者対応の一

部である苦情対応は、真摯かつ誠心誠意、円滑な対応をすることにより、組織全体によい

影響を与え、管理運営の質の向上及び組織全体の発展のために貢献する基本要件の一つで

あると考えます。苦情を組織全体の責任として、真摯に受けとめ、利用者の基本的権利を

尊重しながら、積極的かつ迅速に公平・丁寧に問題解決に努めるとともに、利用者からの

信頼を得ることにより、地域社会の健全な発展につなげたいと考えます。 

 また、組織体制の確立が未然防止につながるものと考えております。 

 続きまして、提案様式第１１号、２０ページをご覧ください。 
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 近隣施設との連携関係の考え方ということで、事前質問に対する回答書で、追記させて

いただいたんですが、近隣の蘇我保健センターの跡の施設、今、蘇我いきいきセンター、

それから蘇我子育てリラックス館、蘇我地区子どもルームとも、常に連携をとって地域の

皆様への市の施策の浸透や相互の自主事業展開で補完・協力し合いたいと考えます。そう

することによって、相互の活動や事業の幅が膨らみ、より有効的な活用や魅力ある自主事

業などの展開が図れると考えます。 

 各施設の管理者からコミュニティセンターへのご要望を伺ったところ、今までもチラシ

を配付したり、サークル情報をいただき、講師に派遣相談などをされているようですが、

今後もより積極的に情報交換を望まれており、指定管理者としても定期的に情報交換の場

を設け、３施設との交流を積極的に図りたいと考えております。 

 次に、提案様式１２号、２１ページをご覧ください。 

 利益等の還元の方針でございますが、当社の基本的な考え方としては、指定管理者の業

務は地域貢献事業のことを考えており、大幅な利益は望んでおりません。したがって、近

隣で当社の経験と実績が生かせ、ご利用者にも喜んでいただき、かつできる範囲でボラン

ティアマインドを持って全社的に取り組める事業と考えております。 

 こちらの一定金額についてですけれども、５７ページのほうの提案様式第３３号をご覧

になりながらご説明したいと思います。 

 第３３号の総括表の収入の欄で、指定管理者委託料のＡ、それから利用料金収入Ｂ、こ

ちらの合計が下の欄の支出、管理運営経費Ｃ、こちらを上回った場合が利益ということに

なり、その一定金額というのは、それのどれぐらいの金額なんだということになると思い

ます。それで把握しております。 

 当社では、類似施設である穴川コミュニティセンターの過去５年間の実績を踏まえ、魅

力ある自主事業を展開していくため、それ相応のコストがかかるということを感じており

ます。また、建物も蘇我コミュニティセンターのほうも、老朽化が進み、あと経年务化も

見受けられるようになっており、その部分の経費も協議の上、考慮をいただければと考え

ております。 

 いずれにしろ、市民に還元するという基本姿勢でいきたいと思います。 

 それから、市の意向を十分に踏まえて協議をしていきたいと考えております。また、還

元を考慮する時期、基準ですけれども、基本的には卖年度で協議し、翌年度、次年度の予

算に反映させる方向でというようなご提案をしたいと思います。総合的には、市と協議の

上、市の意向に従っていくという方針でございますので、ご指導いただければと思います。 

 それから、続きまして、第１３号の２２ページですが、利用者サービスの向上というこ

とで、特にハード面では、施設の環境整備、それから的確な修繕計画、高齢者、障害者に

やさしく配慮した施設ということと、ソフト面に対しては、職員の研修、それから魅力あ

る自主事業の企画運営、利用者の声を速やかに反映、地域住民参加型の自立した管理運営

のお手伝いをするということで、サービス向上のＰＤＣＡサイクルを回しながら、当たっ

ていきたいと考えております。 

 続きまして、様式１８号、３２ページをご覧ください。 

 管理運営業務全般の実施体制でございますが、指定管理者の京葉美装の本社には、社長、

私、経営責任者をグループ長とした蘇我コミュニティセンター支援グループを構成し、事
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業所を完全にバックアップさせていただきます。蘇我コミュニティセンターには、所長、

業務執行責任者が常駐し、業務全般を取り仕切ります。日々の業務推進はもとより、市と

の日々の報告、連絡、相談や、利用者、地域住民の方々の折衝の窓口責任者でもあります。 

 続きまして、様式第１９号、３６ページをご覧ください。 

 管理運営業務と自主事業を合わせた施設管理体制でございますが、管理運営業務と自主

事業は、本社、現地ともに基本的には同一のスタッフが対応いたします。 

 自主事業に関しては、社長が率先して企画に加わり、共催していただく団体、地元マス

コミ、福祉団体などの後援団体、それから協賛企業との渉外に当たります。特に、地元マ

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

欠かせない存在として重要であると考えております。 

 また、所長を中心とした職員は、サークルや地域住民の声をもとに自主事業を企画し、

チラシ、ホームページによる募集、結果のまとめ、データの集積など、次回へのフィード

バック業務を行います。チラシ、ポスターの作成は、経費削減の観点からも、すべて職員

にて作成します。また、一番下の欄に書かせていただきましたが、すべての責任は指定管

理者が負うものとし、指定管理者は自主事業の際は、参加者の万一の事故に備え、保険に

加入させていただきます。 

 続きまして、様式第２２号、４０ページをご覧ください。 

 自主事業の効果的な実施ということで、あらゆる立場の利用者がわくわくして参加した

くなるようなコミュニティ創造、それから青尐年健全育成、市民意識醸成、障害者・高齢

福祉などのさまざまな観点から、魅力ある自主事業を企画展開してまいります。この自主

事業展開には、ご利用いただいております各種サークル、こちらの皆様や、全国各地で一

隅を照らす活動を推進されている皆さんをご講師役などに積極的に展開したいと考えてお

ります。 

 また、下の欄にも書かせていただきましたが、地元マスコミとの協調、ご支援というこ

とで、自主事業の情報提供をして、場合によっては、ご後援をいただきながら各種事業の

事前広報、当日の取材、ニュース番組での報道や記事記載などを通して、参加者が誇りを

持って、自信に満ちた、より効果的で魅力のある自主事業になると考えております。 

 第２２号、引き続き４１ページでございますが、自主事業の効果的な実施に関しまして

は、こちらに記載した独自の自主事業展開を計画しておりますが、現在の指定管理者様で

開催している自主事業で利用者、参加者の皆さんが開催要望のある事業、及び当社として

も継続すべきと判断した事業は継続したいと考えております。 

 続きまして、様式の第３１号、５２ページをご覧ください。 

 済みません、その前に様式２８号、４９ページでございます。 

 一番最後に書かせてもらいましたけれども、不測の事態、開業直後の想定外の事態発生

時ということで、市とも協議しながら、最善の結果が出せますように、相互信頼のもとに

全社を挙げて対応いたします。当社は、地元企業として、あらゆる無理難題に直面した場

合にも、決して逃げたりせず、法令遵守のもと、正攻法で誠心誠意対応させていただきま

す。 

 続きまして、第３１号の５２ページでございますけれども、支出見積もりの妥当性とい

うことで、管理運営経費の見積もり条件は、ほぼ同一規模の穴川コミュニティセンターの
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指定管理者、５年間の管理運営実績を参考に積算しております。必要最低限のコストに絞

り込み、高品質で低価格、安全で効率的な利用者が気持ちよく、安心して利用できる管理

運営を心がけます。 

 続きまして、第３２号、５４ページでございますが、利用料金収入の部分ですが、平成

２３年度の予測ですけれども、有料化に伴い、２０％程度の利用者が離れてしまうと仮定

し、収入予測を立てたいと考えます。現状以上の利用率向上を目指しますが、数字上は、

２０％が指定管理者のリスク回避の部分にさせていただき、当然に、この数字以上の利用

があった場合、収入金額は市と協議の上、利益等の還元の方針に従い、市の意向に沿うよ

うに対応いたします。 

 また、営利目的の興行性のないコミュニティセンターでの利用料金収入は、貴重な収益

源であり、市の財政の負担を減らすためにも、指定管理者の創意工夫でふやしていかなけ

ればいけないと考えております。そのためには、利用率の向上に向け、対策を施し、日々

努力を重ねます。目標として、平成２４年度以降４年間で毎年２．５％ずつ、計１０％の

向上を目指し、収支予算書に反映したいと考えます。 

 続きまして、自主事業収入の見込み条件、根拠ということですが、蘇我コミュニティセ

ンターの設置目的から各種自主事業を計画いたしますが、興行性のある自主事業は不向き

であると考えます。あらゆる立場の、より多くの地域の方々が触れ合い、楽しんでいただ

くためには、ボランティアマインドで臨まなくては、参加者にも敏感に伝わり、よりよい

自主事業展開は不可能であると考えております。 

 最後になりますけれども、こちらの３２号に書かせていただきました、したがって、私

どもの汗とコストの持ち出しは、地域貢献の姿としてとらえ、実際は多尐の持ち出しは覚

悟の上で、今回も収支予算ゼロで計上させていただければと考えます。 

 以上を持ちまして、概略ですが、提案書の説明とさせていただきます。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。 

 次に、質疑応答に移りたいと思いますが、事務局、時間は何分ぐらい残っていますか。 

 

○事務局  約１７分です。 

 

○部会長  わかりました。各委員のほうから何かご質問がありましたら、お願いします。 

 

○委員  今ご説明いただきました貴重な収入源である営利目的の興行性のない利用者を

増やすというところなんですけれども、もし、今具体的に、こういったような取り組みを

すれば、この２．５％ずつ上昇できるという、具体的なお考えがあったらお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

○株式会社京葉美装  先ほども申し上げたんですけれども、基本的には平成２１年度の

実績をもとに、２０％削減しております。本当は、そんな２０％も削減はさせてはいけな

いと思っていますので、実際、こちらに書かせていただいた蘇我コミュニティセンターの
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立地条件、駅に近いとか、隣に子育て関係、高齢者関係のものがあるということを見込ん

だ自主事業を展開して、尐しずつ増やしていきたいというような計画でおります。 

 

○部会長  ほかにご質問ありますか。 

 

○委員  感想なんですけども、穴川のコミュニティセンターを実際、何年かかかわられ

て、それで、こちらの蘇我コミュニティセンターのこの収支見積もりは、特に支出がすご

く削減されていると思います。 

 

○部会長  それに関してお答えはどうしますか。 

 

○委員  いや、感想ですので結構です。 

 

○部会長  ほかに何か質問ありますか。 

 

○委員  様式６号のモニタリングというのは、来てくれている人とか、そういう範囲に

限られているように感じるんですけど、さっきの自主事業なんか、もうちょっといろいろ

人を集める、もう尐し工夫をしないと、何か、これで本当にそういういろんな地域の考え

ている、そういう部分が吸収できるのか、若干の不安を感じたんですけれども。その点は

何かお考えがありますか。 

 

○株式会社京葉美装  モニタリングに関しては、毎回自主事業をして、そのときに参加

していただいた方にアンケートをとるようにしています。ですから、ここに書かせていた

だいた、定期的にとる、施設に置いたご意見箱とか、モニタリングの用紙以外にも、毎回

自主事業の開催の際には、アンケートをとって、今回の事業がどうだったか、また開催し

てほしい場合は、開催するようなフィードバックをしていくという対応で、過去にもそう

いった意見をもとに継続した事業もございます。 

 

○委員  モニタリングというのは、もうちょっと幅広いことも含んでいるんだという解

釈をすると、今のお話は、自主事業で来た方、あるいは来館された方からアンケートをと

りますというところに限られてしまっているんですかということです。 

 

○株式会社京葉美装  あと、今はインターネットが普及している時代ですので、様式６

号にも書かせていただきましたけれども、インターネットで、現在でも穴川では、ｅメー

ルでご意見を伺えるようになっておりますので、随時そういったご要望とか、ご希望が受

けられるような体制はつくっておりますので、蘇我でもそういう形をとれると考えており

ます。 

 

○部会長  ほかにご質疑ありますか。 
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○委員  ここに御社の損益計算書とバランスシートがありますが、この損益計算書で、

例えば穴川の昨年の売り上げはどのくらいだったですか。これは、全部含めた損益計算書

ですよね。 

 

○株式会社京葉美装 穴川に関して、ですね。 

 

○委員  そうです。損益計算書で総額は５億６，０００万円です。そのうち穴川コミュ

ニティセンター分はいくらですか。 

 

○株式会社京葉美装  穴川に関しては、１，８００・・業務委託費・・・。 

 

○委員  そうですか、昨年のプラス・マイナス、あるいはゼロかもわからないんですけ

ど、どのくらいの実績が上がったんですか。 

 

○株式会社京葉美装  たしか、指定管理者の自主事業に関しては、表現していない状況

になっていますので、そちらでの持ち出しは含めないで、ほぼプラス・マイナス・ゼロに

近い金額になっております。 

 

○株式会社京葉美装  平成２１年度はプラ・マイ・ゼロでした。 

 

○委員  蘇我コミュニティセンターの自主事業を企画するに当たって、ターゲットとな

る利用者はどういう方をターゲットにしたいとか、ターゲットがないというのもあるかも

しれませんが、どういう方向性で諸事業を取り組みなさろうというお考えですか。 

 

○株式会社京葉美装  まず、立地条件からしますと、蘇我駅に近いということで、割と

帰宅される、ビジネスマンとか、学生さんでも、学校帰り、帰宅帰り、そういった方を対

象にした自主事業が企画できるのではないかと考えております。また、隣接に蘇我保健セ

ンターの跡地の３施設の管理者も一緒に情報交換して何かやりたいというご意見も伺いま

したので、そういったお子さんたちを対象にしたもの、それから高齢者、それと障害者福

祉などを踏まえたものを含めてやっていければと考えています。特に、当社のほうは、障

害者福祉の部分でも力を入れて、障害者卓球とか、きょう、これからも千葉市の療育セン

ターに行って打ち合わせをするんですけれども、障害者卓球とか、そういった健常者と障

害者が同じ時間を共有して、お互いの気持ちをわかり合うような場をつくることを、創造

するようなことを、事業を展開できればと考えております。 

 

○委員  複数の事業者さんが参入されていますけれども、株式会社京葉美装が、これだ

けはほかには負けないよ、蘇我コミュニティセンターを運営するに当たって、これだけは

負けない、自信があるというような分野がもしあったら教えていただきたい。 

 

○株式会社京葉美装  私どもはやはり地元で創業、来年でちょうど５０周年になります。
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地元で根を生やして、いろいろな地域の、私自身も千葉ロータリークラブ、それから法人

会、それから倫理法人会と、ＪＣと、いろんな面での役員をやらせていただき、地域のネ

ットワークが他の団体、特に千葉以外の団体、それから千葉市の中でも、特に当社の場合

はそういった地元のネットワークを生かした活動がほかよりもできるんではないかという

ふうに感じております。 

 

○部会長  他にございますでしょうか。 

 私のほうから、幾つか質問させていただきたいんですけど、まず、総合的な部分、様式

１に関連しますけれども、千葉市との関係について、どういうスタンスで臨まれるのかと

いうことを再度確認させていただきたいんですが、関係者として、市と利用者と指定管理

者、三つあろうかと思いますけれども、その中で、どういうスタンスで今後運営されてい

くのかということをお尋ねしたいと思います。 

 

○株式会社京葉美装  市に関しては、やはり市の代行で行うということを常に念頭に置

いて、本社スタッフ、それから現地のスタッフは、市の代行で、市民の方々は我々を市の

職員と同等に見るわけですので、そういった公平性、それから倫理観を持った対応をする

ことが重要であるかと考えます。 

 また、市とは相互信頼に基づいて一体感を持つ関係、あと民間の活力を導入するという

上でも、ある程度の意見具申はするにしても、最終的な判断、それから指示は市の意向に

従うというスタンスでいきたいと思いますので、そういう形で考えております。 

 

○部会長  民間色は控え目ということでしょうか。 

 

○株式会社京葉美装  そうですね。 

 

○部会長  逆に積極的にアイデアを出されてもよさそうな気もするんですけれども。 

 

○株式会社京葉美装  自主事業等、アイデア等は、積極的に当然出します。出しますけ

れども、やはり判断的なもので、市の何かご意見があれば、それに従うというような形で

考えております。現在でも、例えば、新聞等でランドセル募金とか、東单アジアに持って

いくというようなもので、これいいですね、という話で、ちょっと提案とか出すこともあ

るんですけれども、これはちょっとふさわしくないかなというものがあれば、それは控え

たいと、そういうことはさせていただきます。 

 

○部会長  利用者の利益を代弁するというようなスタンスも当然おありなんでしょうか

ね。 

 

○株式会社京葉美装  はい。利用者の利益を代弁するという形では、例えば開館時間以

外のものとか、規定に従うもの以外で、何か必要なものがあれば、その代弁として、市と

交渉して、それが公のものに反するものでないものであれば、市と協議するということは
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考えていきたいと思います。 

 

○部会長  まだ幾つかあるんですけれども、先ほど、委員の質問と重複するかもしれま

せんが、具体的に自主事業の目玉として何かお考えがあれば教えてください。 

 

○株式会社京葉美装  やはり心のバリアフリーというふうなテーマで、障害者を福祉と

いう面でとらえた部分の、やはり触れ合えるものですね、今ちょっと個別にあれしますと、

ヘルマンハープ教室というものを穴川で立ち上げるようになるんですけれども、それもぜ

ひ蘇我でも地域の皆さんに、非常に障害者でも、だれでも、高齢者でも、認知症を持った

方でも取り組める楽器がございますので、そういったものの教室、ひいては将来的にそう

いうサークルが全国的にこういった団体が千葉にあるんだというようなものをつくってい

ければというふうに思っております。 

 

○部会長  ターゲットとして、通勤をされるような方に対して何か具体的なアイデアが

あれば教えてください。 

 

○株式会社京葉美装  穴川コミュニティでも、夕方の時間帯が各諸室であいている時間

帯がございますので、例えば、学生さん向けでしたら、その部屋を開放して、有料でどう

かというのもありますけれども、そういった部分の自習室とか、あとビジネスマン向けに

は、そういったビジネスマンの関心のあるような講師を呼んでの講演会とか、そういった

ものは考えております。 

 

○部会長  あと各論的なことでお聞きします。夜の管理体制を教えていただきたいんで

すが、様式１８の関連ですけれども。 

 夜の責任者等はどういう形になるんでしょうかね。 

 

○株式会社京葉美装  夜のほうも、こちらのほうで……。 

 

○部会長  所長、副所長が結局日勤で時間帯が重複していますよね。１７時半以降の体

制はどうですか。 

 

○株式会社京葉美装  一応、夜間責任者も任命する予定ではおります。それとあと、随

時、所長、副所長は、携帯を持って、何かのときには、また本社も含め、近いですので、

体制がとれるようなことは考えております。ちなみに、現在も穴川コミュニティでは、同

じような体制でやらせていただいております。 

 

○部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 

○部会長  ほかにどなたか質問ありますでしょうか。 
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○委員  先ほどお話がありました障害者の自主事業をするという中で、障害者の利用料

金は免除ですよね。そうすると無料の人たちだけ集めてそれが成り立っていくのかなとい

うことが気になったんですけど、そのあたりはどういうふうにお考えですか。 

 

○株式会社京葉美装  いずれにしても、自主事業の大幅な収入というのは、私どもも考

えておりませんので、そういった部分では、ある程度ボランティアということですね。当

社の持ち出し事業ということで、その辺は、やはりコミュニティセンターの設置目的から

して、興行性云々で、商売としては成り立たない部分だと割り切っております。 

 

○委員  もう一つ、お隣に勤労市民プラザがあるんですけども、あそこはできたときか

ら有料の施設になっているんですけれども、蘇我コミュニティは長い間無料でやってきた

のが、平成２３年度から有料になるということで、金額の差はあると思いますけれども、

やはり自主事業にしても、サークルにしても、やはり利用者が減尐するような部分がある

と思うんですけども、そのあたり、目玉というのを大きく打ち出さないとやっていきにく

いんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがですか。 

 

○株式会社京葉美装  そうですね、やはりコミュニティセンターとは、人の触れ合う場

所ですので、やはり人と人が、お金でない付加価値で、１５０円になった、２００円にな

ったから行かないということではなく、やはりそこのセンターに行って、あの人と会える、

こういう活動ができる、楽しめるというような部分で、運営管理をしていければというふ

うに考えております。 

特に、我々、もとは掃除会社ですので、あそこの館を、古いけれども、いわゆる車でい

うと、ボロではなくて、クラシックカーのように輝きのある施設に持っていきたいと、こ

ういうふうに考えています。 

 

○部会長  他にご質問等はありますでしょうか。 

 では、また私から質問させていただきたいんですけれども、様式３２号管理経費の縮減

について、自主事業収入の見込みの条件、根拠等について書かれていて、２．５％ずつ向

上を目指しているということを書かれていますけれども、これの根拠というのは、具体的

に何かあるんでしょうか。 

またアイデアになろうかと思うんですけど、こういうことを考えているということはあ

りますか。 

 

○株式会社京葉美装  一応、２０％の減り込みというのは、そこまで落としたくないと

いうのが本音なので、一応、４年間で１０％、それが例えば初年度、２０％落ち込みがな

ければ、その分の回復が見込めるかなという数字上の判断なんですけれども。 

 

○部会長  何か、具体的な方策に基づいてこの上昇率というわけではないんですかね。 

 

○株式会社京葉美装  一応、数字で表さないと、やはり目標値が出てきませんので、数
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字では表しましたけれども、あと地道な活動としては、様式のほうにも書かせていただき

ましたけれども、利用促進ですか、様式１５号の、現在の利用者方策としても、利用状況

の開示、これはインターネットで各室の利用予約状況を開示したり、空室の有効利用をし

たり、先ほど申し上げたアメニティーの維持改善ということで、きれいな施設を整えて、

人にまた来てもらいたくなるようにしたり、あと、魅力ある自主事業を展開して、サーク

ルさんに主役になっていただいて、利用率をアップしていきたいというようなことや、あ

とサービス向上ということで、笑顔と真心のサービスですね、ソフト面での強化をして、

気持ちのいい、また来たいなという施設に持っていきたいと思います。 

 また、新たな利用者の獲得としても、インターネットの情報公開や自主事業、あと新た

なる魅力ある自主事業と書きましたけれども、先ほど申したように、朗読の会や手話教室、

こういったものも、最近、手話なんかでも、けさかきのう、ミュージシャンで踊りをやる

人が手話をやりながら踊りをやるということで、最近、そういった障害を持った方へ何か

手をかしたいんだけど、何をしたらいいかわからないという健常者の方に、そういったき

っかけをつくるような場をつくっていければというふうに考えております。 

 

○部会長  ありがとうございました。 

 

○部会長  時間になりましたので、これで質疑応答を終了させていただきます。 

 選考結果につきましては、本年１２月下旬に通知する予定です。 

 ありがとうございました。 

 

○株式会社京葉美装  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

（株式会社京葉美装 退室） 

 

○司会  それでは、委員の皆様は仮採点をお願いします。時間は５分間でお願いしたい

と思います。 

（仮採点） 

 

○司会  ２社目は、千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体でございます。 

 

（千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体のヒアリング部分については、その公開につ

いて当該応募者と協議中のため、現在公開しておりません） 

 

○司会  委員の皆さん、恐れ入りますが、仮採点をお願いします。時間は５分間でお願

いしたいと思います。 

 

（仮採点） 

 

○司会  それでは、まだ仮採点されている方もいらっしゃるかと思いますが、ここで、
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一旦、休憩とし、２時３０分から再開したいと思います。 

 

（休 憩） 

 

○司会  ３社目は株式会社千葉マリンスタジアムでございます。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 入室） 

 

○部会長  このたび、中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者にご応募いただき、

ありがとうございます。 

 それでは、ご出席の方のご紹介と、提案内容のご説明をお願いします。 

 なお、説明に関しましては提案書の内容のみとし、委員との質疑応答を含めて、時間は

３０分以内とさせていただきます。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理

者応募に際しまして、このような機会を設けていただきましてまことにありがとうござい

ます。 

 それでは、出席者の紹介をいたします。 

 まず、私は株式会社千葉マリンスタジアム代表取締役社長の斉藤でございます。 

 続きまして、株式会社千葉マリンスタジアムの部長の芝入でございます。部次長の白五

でございます。最後に、課長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

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

 まず、提案書の１ページをお願いいたします。 

 

○部会長  すみません、併せて様式何番かもおっしゃっていただけますか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい。提案書様式第１号、１ページをお願いいたし

ます。 

 公の施設の管理運営のあり方についてでございますが、３行目にコミュニティセンター

の設置目的である地域コミュニティにおける活動と連帯感醸成の場を踏まえ、市の指針に

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。 

 当社につきましては、長年にわたり、多くの公共施設の指定管理者としての実績がござ

いまして、また、第三セクターとして中立的立場において設置目的の実現のため、コスト

軽減を図りながら市民の生活スタイルや考え方の変化に応じ、利用者に役立つ管理のあり

方を常に検討し、運営しておるところでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 地域活性化に寄与する考え方についてでございますが、市民が主役となった地域活動拠

点の欄でございます。下から５行目でございますが、そこで市民のニーズに応じたソフト

コンテンツの充実が地域の活性化を推進するものと考えます。楽しむ、学ぶ、創造すると
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いうことを表現していく場、地域のシンボルとなるような施設の形成、情報収集、情報発

信や、ネットワーク化の拠点施設となるよう、効果的な施設の運営を行っていくことが地

域活性化に寄与するものと考えております。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 コミュニティ活動の推進でございます。やはり、できるだけ多くの市民が参加できる機

会を提供しなければならないと我々は考えております。 

 そこで、真ん中の絵の下の３点でございますが、施設全体を中心としたにぎわいづくり、

いわゆるコミュニティ祭りを主催し、市民の交流機会を創出するとともに、ほかの施設と

も連携し、にぎわいづくりに貢献いたします。 

 それから、２点目が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。 

 最後でございますが、広く網羅した情報ネットワークの窓口ということで、個人、団体

の活動情報や周辺施設の情報などを初め、当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設情報など、幅広い分野に対する情報窓

口として機能してまいりたいと思います。 

 次に、５ページをお願いいたします。様式第３号でございます。 

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番目が千葉マリンスタジアム

の施設管理でございます。平成４年４月からプロ野球のフランチャイズ球場として、千葉

ロッテマリーンズとともにプロ野球の開催に関する業務全般を行っておりました。また、

その一方で、公の施設として市民利用の運営、また大型コンサートや各種イベントの誘致・

開催、運営なども数多く実施しておりました。幕張新都心における千葉市のシンボルとし

て、文化振興やスポーツ振興の拠点としての機能を十分に発揮いたしました。 

 現在は、指定管理者でございます千葉ロッテマリーンズより施設管理全般を受託してお

るところでございます。 

 ２番目が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月から千葉市

文化交流プラザ、ネーミングライツにより京葉銀行文化プラザと呼んでおりますが、指定

管理者として管理を行い、会議場、宴会場、レストラン、飲食事業をはじめ、３階、４階

の音楽ホールの運営や、８階、９階、１０階にございますスパ・アンド・フィットネス管

理運営を直営で行いまして、市民のサービス向上に努めておるところでございます。 

 提案書様式第３号の６ページをお願いいたします。 

 それから１番目の千葉中央コミュニティセンターから最後の真砂コミュニティセンター、

市内５施設１室の指定管理者を実施しておるところでございます。 

 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、自主業務等を適切に履行しておるところでございます。 

 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の努力を尽くしてまいりたいと思っております。 

 次は、尐し飛びまして、２３ページ、提案書様式第１２号でございます。 
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 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、

ちょうど利便性の向上とステータスアップの２行目でございます。その得られた収入をも

とに、常に利用者の利便性の向上に資する施設の改善を図りまして、市民にさまざまな形

で活動の場を提供するなど、年間を通じて利益の還元を行うべきと考えております。 

 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、壁などによる修繕で、常に清潔感、快適な空

間の提供、また子育て支援や尐子・高齢化に配慮した施設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、またさらには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。 

 次に、最後になりますが、６０ページ、提案書様式第３３号でございます。 

 平成２３年度の説明のところでございますが、５４ページから５９ページまでは管理運

営経費と利用料金収入の積算根拠でございます。２１年度実績をベースに算出させていた

だきました。まず、諸室使用料収入でございますが、２３年度は２１年度実績の約８割と

見込んでおります。 

 また、２３年度の管理運営費のほうでございますが、２１年度実績よりも約１２０万円

経費を節減いたしまして、尐なく計上いたしているところでございます。したがいまして、

平成２３年度の指定管理者委託料は、平成２１年度よりも約１５．６％減、約８９０万円

尐なく計上できたところでございます。 

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

しくお願いします。 

 

○部会長  ありがとうございました。続きまして、質疑応答に移りたいと思います。 

  

○委員  今、実際に蘇我を運営されているんですけれども、この間、夏に見学させてい

ただいたときに、高校野球を見るコーナーをつくっていらっしゃったりとかされていて、

工夫されているなと思ったんですけれども、この４年から５年かけて実際に運営なさった

中で、利用者の方からすごく良い反応があった事業などがあったら教えていただけますか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  現在、蘇我コミュニティセンターの所長をやってお

ります吉田と申します。今のお話で、今年の夏にご覧いただきました高校野球のテレビ中

継を大きな画面で、いわゆるパブリックビューイング的な形で見ていただくという企画を

自主事業でやっております。こちらのほう、大変ご好評をいただいておりまして、初日は

２０人ぐらいだった方が、最終日、決勝のあたりには４０人、５０人に増えていくという

ようなことで、毎年、夏の大会、それから選抜大会等もやっておりますので、もう蘇我コ

ミュニティセンターにふだんからお越しの方は季節の行事としてご認識いただいて、皆さ

んとても楽しみにしていただいております。 

 そのほかにも映画会等を開催しております。そちらのほうも自主事業で、小学生向きに

アニメが、それからご高齢者向きに、昔のなつかしい映画などを上映いたしまして、大体、

近年は夏に１回、冬に１回やっているんですけれども、こちらのほうも、皆さんとても楽

しみにしてくださっております。 
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 それから、ちょっと変わったところでは、大学の落語研究会さんにご協力をいただきま

して、学生落語会なんていうものを蘇我コミ寄席と題してやったりいたしました。そちら

のほうも、やはりアマチュアさんとはいえ、生の落語が聞けて、大変ご高齢の方々にお喜

びいただきました。そのようなことをやっております。 

 

○委員  ありがとうございます。 

 

○委員  貸借対照表についてですが、固定負債として退職給付引当金８，４２５万８，

０００円、役員退職引当金３００万２，０００円、これは一般的な会社のバランスシート

と比べるとかなり大きいんじゃないかと思うんですが、これはどういう理由なんでしょう

か。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  バランスシートでございますね、これは私どもの会

社が平成２年からでございまして、従業員が今現在１９名おります。その合算でございま

して、ちょうど社員が２０年を超えるものが多いものですから、ちょうど１００％、通常、

引き当てですと、いわゆる自己都合の分、６０％とか８０％になるんですけれども、２０

年を超えると１００％支給しなきゃいけないという規定になっておりましたので、その分

を計上しております。 

 

○委員  人員構成が高いということですね。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  高いんです。 

 

○委員  それによって、繰越利益剰余金がマイナスであるということと、それから、利

益剰余金も、マイナスであるということ、そうすると、利益剰余金ですか、これがマイナ

スであることと相関関係にあるわけですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これはございません。というのは、平成１８年に千

葉マリンスタジアムの指定管理者が千葉ロッテマリーンズさんにかわりましたことで、そ

こで収益構造が大きく変化いたしました。また、平成２０年から京葉銀行文化プラザとい

う新しい事業を始めた中で、初期費用をかなり投資してかかってしまいました。その分の

マイナスでございます。 

○委員 それで、利益剰余金の合計が２億９，７８９万３，０００円になっているという

ことですか。 

 全体的な事業の中で、こういうものは特に問題視しなくていいということですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  非常に今、収益改善に図っておりまして、特に５年

間の中で収益改善をしなければいけないということになりますので、非常に苦しい状況で

はございますが、努力しております。 
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○部会長 他にご質問はありますか。 

 

○委員  利益還元の部分なんですけれども、先ほど、様式１２号、２３ページのところ

でご説明いただいたんですが、年間を通じて利益の還元を行うべきというのは、これは修

繕とか、そういった部分について、修繕などを利益還元として捉えていらっしゃって、毎

年実施していらっしゃるというふうに私は理解したんですけど、それでよろしいですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい。結構です。 

 

○委員  それで、その後に、年間の収益が１００万円以上見込まれる場合は、収益から

控除した額が３０から５０％の範囲内において還元というのは、これはお金として還元す

るということでしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これは、非常に難しゅうございまして、企業でござ

いますから、ですとか、それから利益の還元となりますと、利益のつけかえという問題が

発生しますので、現金で還元させていただくのか、寄附金になるのか、それとも、施設の

改善とか、そういった費用で、こちらで負担していくのか、これは千葉市様との協議にな

っています。 

 

○委員  そうすると、ここまでの範囲は、施設の整備に充てるのか、それを超えたらお

金として還元するか、そういう、そこの線引きは、今していらっしゃらなくて、それは相

談して決めたいということでしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そうですね、協議になります。 

 

○委員  すると、それを全部修繕に充ててくれというのもあるということですし、それ

を全部千葉市から負担してくれと言ったら、対応するということでしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ちょっとここには記載しておりませんけれども、法

人税の関係がございまして、利益還元で税負担が発生しますから、そのときの全額という

ことになるかどうかというのはまた協議になるかと思います。 

 

○委員  分かりました。 

 

○委員  モニタリングのところの内容なんですけれども、これについては、積極的にい

ろいろ聞きに行くというのではなくて、来てもらった人、使ってもらった人の意見を聞く

とか、せいぜいインターネットぐらいで意見を聞くとか、そのぐらいのところに留まって

いるんですか。何か、他にもう尐し、余りそういう声を出さないような人たちをいろいろ

入れて、自主事業の中に組み込んで、そういうことを考えながら、何か他の手だてという

のは考えておられるんですか。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム  モニタリングのところですか。 

 

○委員  はい。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これは、施設の利用者が一番主体でございますので、

広く我々が自主事業を行うに当たって、記載はしてございませんが、我々が行った自主事

業を我々がずっと続けるんじゃなくて、利用者の方に主体となって行っていただきたいと

いう考えがございます。ですから、いわゆるカルチャー教室的に、カルチャー教室って、

よく民間にございますけれども、そういうところとは違って、利用者の方が参加されて、

それがよかった、我々が支援しながら、その利用者の方たちが主体となって新しい事業を

行っていただきたい。それは、我々はどんどん手を引いて、また新しい情報が入れば、そ

れを繰り返しながら、利用拡大と利用者へのサービスの提供をしていきたいと思っており

ますので、このモニタリングの方法というのは、いろいろございますと思います。アンケ

ートにしても、インターネットにしても、いわゆるパブリック、意見を集める方法は多々

あると思いますけれども、ここだけに限定したものでなくて、どんどん取り入れて、意見

は尊重しながら活動していきたいと思っております。 

 

○委員  結局、自主事業なんかをやって、やはりそういう新しい人たちに来てもらう、

こういうことを試みますよと言っているときに、やはり結構モニタリングなんかもする中

で、意見を出してくださいというのは、割に積極的に意見を出すような人だけに限られる

と思っているんだけど、もう尐し、そうではない人たちを中に取り込むような話というの

は、もっと何かあるようでないのかなというように思ったんだけど。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これからの課題だと思っております。 

例えば、今の件でいえば、何かの事業をやったときに、来ていただいた方に即アンケート

をとり、その中にもし、今回初めて来てみたという方がいらっしゃいましたら、ちょっと

お願いして、さらに具体的なアンケートをさせていただくとか、それとか近隣の町内会、

そういうような団体のほうに、お手数ですけれども、アンケートをお願いして、その中で

来たことがないというお答えがある方に、ここにあるのはご存じですか、何をやっている

ところかご存じですか、ぜひ一度、こういうのがあったら来てみたいと思いますかという

ようなアンケートも、今おっしゃられたように、待っていて、来た人にちょっと聞くとい

うだけではなくて、もっと積極的に我々から一歩外に出て、そこでお声を聞いて、今いら

してない方のお声を聞いて、さらにそういう方にも来ていただけるような施設にするとか、

そういうようなこともやっていかなければいけないなという課題も今教えていただいたと

思っております。 

 

○委員  また、さっきの質問と関連するんですけれども、平成２２年３月３１日までの

損益計算書ですね、これが相当赤字になっていますけれども、この原因はどんなところに

あるんでしょうか。 
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○株式会社千葉マリンスタジアム  それは会社のバランスシートですか。 

 

○委員  はい。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これはやはり京葉銀行文化プラザの。 

 

○委員  あれですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ネーミングということになって、運営費でございま

す。修繕から始まって。コミュニティセンターが２０万円までの修繕費は千葉市様の負担

なんですが、京葉銀行文化プラザは６０万円まで負担をしなければいけないので、あと１

０年間経っておるものですから、非常に、ちょうど１０年の機械の変わり目ですとか、そ

ういうものが多発しております。そういった費用がかさんでおります。 

 

○委員  京葉銀行文化プラザの修繕費等が大きなマイナス原因だと。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい。 

 

○委員  様式の９号なんですけれども、障害者の雇用についてということで、通勤が困

難な場合においては在宅業務というふうにあるんですけれども、今までに、実績はあるん

でしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  これはホームページの作成等を依頼しているところ

もあります。 

 

○委員  今、もう実績がある。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい、現在です。 

 

○委員  そうですか。 

 

○部会長  関連質問で、障害者というのは、どういう障害の方ですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム 下肢が不自由な。 

 

○部会長  身体障害者、知的障害者ではなくて。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい、そうでございます。 
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○部会長  会社の雇用の割合、他の会社では何％というふうに具体的に出しているとこ

ろもありますけれども、障害者は何％ぐらい雇用していますか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  パーセンテージでいうと、契約社員とか、そういっ

たものも入れてということでしょうか、それとも正社員ということでしょうか。 

 

○部会長  どちらでも結構です。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  正社員では１９名中２名おります。その他に、契約

社員を入れると、合計４名ほどでございます。 

 

○部会長  私の方からちょっと、幾つかまたお尋ねしたいんですけれども、御社はまず

既に、今まで指定管理者としての実績がありですけども、そのことについて、まず自己評

価していただきたいんですね。これまでを振り返っていただいて。何か問題点がありまし

たら、また、それを今後どう改善していくのかということをお聞かせいただければありが

たいです。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そうですね、私、７月からこの会社の社長に就任し

まして、蘇我のコミュニティセンターに先月、一応参加させていただきまして、利用され

ている市民、団体の方が伸び伸びと楽しくやられている姿を見まして、やはりこの施設で

指定管理させていただいて本当によかったなという感じの実感がわいています。やはり、

使われる方が主体ですから、その方がやはり楽しく、皆さんが安全でそこを活用できれば

いいなというふうなことを実感いたしました。私からは以上です。 

 あと実際に、業務に携わっている細かい点について。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  平成１８年４月の指定管理者制度開始のときから、

私は本日まで４年半、蘇我コミュニティセンターの所長を務めてまいりました。ハードの

面でも、ソフトの面でも、かなり当初、整備されていないような部分もございましたので、

そちらのほうで尐しなりとも改善はしてきたと思っております。 

 まず、特に、やはり大変でしたところは、人が集まってくるところです、市民の方、利

用者の方、個人利用の方、サークル利用の方、そしてまた複合施設である駅前連絡所に集

まる方、あるいは近隣施設に集まる方、そういたしますと、やはりその方々の今までの生

活環境ですとか、生活形態ですとか、それぞれのお考えの違いによって、ともしますと、

ほかの利用者の方から見ますと、いわゆるマナーが悪いというような方もいらっしゃいま

す。そういうマナーの悪い利用者がほかにいるというようなことを事務所のほうにも話に

来るようなケースというのも大分ありました。特に、現在はもうサービスが終わってしま

いましたけれども、本年の３月まで、浴室の高齢者の無料サービスというのがありまして、

こちらのほうは、やはりいわゆる衛生的な部分ですので、いろいろな方がいらっしゃいま

すので、大分その辺では苦労いたしましたけれども、ただ、これはあくまでも私の見た感

じの感覚的なんですけれども、４年半前に比べまして、非常に穏やかな、いい感じになっ
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てきたと思っております。 

 基本的には、皆様、普通の市民の方ですし、大人の方ですし、ご高齢の方ですから、き

ちんと状況をお話しして、あるいは張り紙等でご案内いたしますと、みんなにとって、そ

して施設の管理者にとって、どういう状態がよくなくて、やりづらいかというのが尐しず

つわかってきていただけると、徐々にやはり雰囲気といいますか、中の空気が変わってき

ております。その辺で、やっておりました。 

 あとは、ハードの部分で、大分老朽化した部分がありましたけれども、この４年半をか

けまして、千葉市さんからいただいている予算の中で、できる限りのところ、安全面を中

心に修繕をいたしましたり、さらに大きな修繕に関しましては、千葉市のほうにご報告を

して、市のほうでやっていただいたりというふうなことをやってまいりました。 

 

○部会長  ちょっと１点、確認なんですけど、今後、次期指定管理者となられた場合に

は、漠然とした質問で申しわけないんですけれども、このまま継続路線でいくのか、ある

いは改革路線でいくのかということについて、考えありますでしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それにつきましては、今回、平成２３年度から利用

料金収入という形で、今まで無料だった施設の料金が発生いたしました。これに関しては、

さまざまな問題があろうかと思います。特に、今まで無料だったところが１００円、２０

０円という料金をお支払いいただいて、お使いいただくわけですから、施設の改善ですと

か、それから改修、それからハード・ソフト面の充実、そういったものをこれからますま

すしていかなければいけないと思います。今まで、安穏として管理していたわけではござ

いませんけれども、それ以上に、改革が求められると思っております。また、それに従っ

て、自主事業等も積極的に行って、収益を上げた上で、改善につなげられればと思ってい

ます。 

 

○部会長  関連質問なんですけど、その中で自主事業の目玉というのはどういうことで

しょうか。簡潔にお答えいただけるとありがたいです。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  今、実際やっている子供映画会とか、こういったも

のは現在も行っております。カルチャー教室的な手芸教室ですとか、２２号の４２ページ

でございますね。 

 

○部会長  記載のとおりということでよろしいですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  そのほかに、京葉銀行文化プラザで、私ども、上で

スポーツクラブをやっておりまして、そこでヨガですとか、健康体操ですとか、ご高齢の

方でも簡卖にできるようなカルチャー教室がありますので、それを充実させていこうかと

思っております。 

 

○委員  基本的なところで、先ほどコストダウンに努めるというようなお話があったの
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ですが、様式３３号の収入支出の総括表の中で、支出のところで見ると、事務費が毎年一

定に上がっていますよね。コストダウンに努めるというのが、上げているのはどういうこ

となのでしょうか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それにつきましては、これは光熱水費です。リスク

分を入れております。 

 

○委員  光熱費の分が必ず上がるという見込みなんですか、これは。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  今は平成２０年から２２年の間に光熱水費が乱高下

しております。それについて、本来はそれを管理して、それをリスクと、私どもの負担に

なりますので、リスクとしておりまして、平均的に約２％アップで今は計上させていただ

いております。その分でございます。光熱水費に関しましては、本当に円高の様相ですと

か、それから石油資源の問題がありまして、２０年度は１．３倍まで上がってしまいまし

て、３０％アップなりましたので、そのリスクを盛り込まないわけにいかないということ

です。 

その反面、下のほうは、大体横ばいか、据え置き、一応経営努力はさせていただいてい

ます。 

 

○委員  先ほど、利用者の方の声を拾っていくというお話があったと思うんですけれど

も、これまでに、マナーの悪い方がいらっしゃるという声があったということですが、４

年間の間にそういったものがあった場合、何か蓄積しているものはありますか、カードを

使っているとか、何月にこういう苦情が何件とか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それはございます。 

 

○委員  それをもとに会議をやったりとか、改善、対策はいかがですか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  それは改善に日々やっておりまして、特に、蘇我は

投石でかなりのガラス枚数が割れているところがありましたり、警備状況ですとか、それ

から、浴室にしても、これはご高齢の方なんでしょうけれども、脱糞ですとか、そういっ

たものもございました。そういったものは、逐次所長のほうから報告が上がってまいりま

して、蓄積しております。 

 

○委員  スタッフの方は、そういう状況については共有していらっしゃるということで

すか。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  はい。 

 

○部会長  時間になりましたので、これで終了させていただきます。 
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 どうもありがとうございました。 

 

○株式会社千葉マリンスタジアム  ありがとうございました。よろしくお願いします。 

 

○部会長  この結果につきましては、本年１２月下旬ごろに通知される予定です。よろ

しくお願いします。ありがとうございました。 

 

（株式会社千葉マリンスタジアム 退室） 

 

○司会  では、委員の皆様、仮採点をお願いします。時間は、同じように５分間でよろ

しくお願いします。 

 

（仮採点） 

 

○司会  ４社目は、アクティオ株式会社でございます。 

 

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

中のため、現在公開しておりません） 

 

 

○事務局 委員の皆様は仮採点をお願いします。時間は５分間でお願いします。 

 併せまして、各採点について見直しをお願いします。 

 また、先ほど部会長さんよりお話がありましたように、委員の皆様に議論をしていただ

きたいと思います。１０分程度でお願いしたいと思います。 

 

（仮採点） 

 

○部会長  先ほど、私から提案申し上げて、委員同士で、お話しして、逆に自分のわか

らない分野等で、他の委員の方のご意見を伺うことができればいいかなと思いますけれど

も。 

 私は、やはり委員と委員にお伺いしたいんですけれども、現状がどうであるのかという、

どういうニーズがあるのか、利用者の方々に。 

 

○委員  今やっている管理としては、それなりに良くできていると思うんだけど、皆さ

んにモニタリングの話を質問したんですが、それは全然違うところで、まちづくりの会だ

とか、意外と入るのに敷居が高いっていう感じで、あんなところへは行かないというよう

なことを言う人がいるんですね。 

それは減ってきてはいると思うんですけど、結構あって、それで行かない人の話も聞い

てもらわないといけないなというのがあったので、今日みんなに聞いたんですけど、やは

り皆同じようなことしか言わないなという認識です。 
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○委員  現行はアクティオ株式会社がやっておられるんですか。 

 

○部会長  ここは株式会社千葉マリンスタジアムです。 

 

○委員  モニタリングの件で、私は実はモニタリングをする側の立場もあるんですけれ

ども、施設利用者のニーズを把握するときに、やはり運営している側は使っていない人の

声を聞きたいのです。 

そういう人をどうやって引っ張り込むかというのが、やはり施設利用の稼働率を上げる

最大の、一番効果の上がる方法なんです。 

ただ、そういう全く利用していない人の声を、ではどこまで、言葉は悪いですけど、本

気でとらえたらいいのかというのが一つありまして、来ていない人は、そもそもああいう

ところで何かをすること自体、全く興味がないという人もいるんですね。 

もっと、こう趣味、美術館みたいなところだと、美術館なんてもう絶対行かないという

人もいるんですよ。 

そういう人にアンケートして、ここの美術館が、もしこうなったら来てくれますか、こ

うしたら来てくれますかとやっても、所詮適当に答えられてしまう場合も多く考えられま

す。 

そうすると、私はその部分に一番把握、事情をわかっていらっしゃるのは、今の方かな

と思います。 

今、利用している方の意見をちゃんと捉えながら、周辺の自治会長さん、あるいは社会

福祉協議会の方、町会長さんとか、声を聞かなきゃいけない方と思います。 

適当に答えられる、一生一度も行かないというような人にまで聞いても仕方がないと私

も思って、そこの利用する可能性がある人の声を把握していくということを、一番押さえ

ているのは今の方です。 

本当に難しいです。 

利用していない方をどこまでの範囲で調査したら広げられるのか。 

 

○委員  何か逆かもしれないんですけれど、社会福祉協議会とか、町会とか、体育指導

員とかという話も出ていましたけれども、大体その人たちがコミュニティとか、公民館と

か、利用する確率が多いんですね。 

だから、特にそれを調べて勉強してきたかどうか分からないんですけど、多分、利用団

体はこういう利用団体が、人数として多い団体で参加をしているのが、そういう団体だと

思うんです。 

 

○委員  私もそう思います。だから、社会福祉協議会のメンバーの中で、利用する人と

利用していない人がいれば、その利用していない団体は何で利用していないのかというよ

うに、そういったことをやるのが一番利用者の増加に直結する意見かなというように思い

ます。 
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○委員  今の状況を見たら、使いたくても使えないよという人が物すごく多いです。い

っぱいで使えない。それは社会福祉協議会で実態調査をして、それで話の中でいろいろな、

こういうサークルに入れたら、皆そういうのに参加するように、そういう試みをしたんだ

けど、現実にそういう話で、自分たちで実は行きたいんだけど、いっぱいで入れないんで

すよという声が物すごく多いんです。 

仲よしサークルみたいな形で、新しい人たちが入るのを好まない、そんなところもある

から、結構両方の立場とか、いろんな状態を見ないと、結構難しいところなんです。 

 

○委員  そうですね、今おっしゃった原因が一番大きいと私も聞いています。 

当初立ち上げたグループだけで、ずっとやっていて、同じ方が生け花のサークルだった

ら、生け花のサークルがいっぱいあって、核になる人が全員別々で、こっちの生け花とこ

っちの生け花は絶対合体しないという、ただ数だけ増えていくというような状況がどこで

も起きているというように聞いています。 

そうすると、施設利用者、運営側の問題ではなくて、サークルのあり方になってくるか

なと思ったのです。 

 

○委員  運営側の問題としては、やはりこういった入札というのは、一番安く見積もっ

たところに行くと。 

ただ、そこが何か問題があれば、また別途考えると、そういうような話になるかと思う

んです。 

 具体的に言えば京葉美装が一番安く見積もってきて、これは何か問題なければ、ここに

なってしまうのかなと思うんですけど。 

 

○委員  でも、そういう採点の仕方ではないんですよね。 

これを読んで素直にやったら、ざっくばらんに言えば、アクティオの最後のものを読ん

だら、これが一番良くできているなと思うわけです。 

一番良くできているけど、一番高いんですよ。高いやつをどうするの、お金は関係ない

の。 

 

○委員 ただね、お金は関係なくはないですよね。 

 

○委員  最後の点数も、おまけに１０、９、９、８なんて、こんな点数だから。 

 自分で付けてきたもので、これ３とか、４とか付けているわけですから。 

そうしないと、これ絶対、今のままで見たら、すごく立派なことを書いてあったら、そ

こに行ってしまいます。 

本当にどうやって採点するんですか。 

 

○委員 もう一つ言いますと、株式会社千葉マリンスタジアムさんですね、これはかなり

赤字になっていますけど、どうしてそんなに赤字にするまで京葉文化プラザのことをやる

のかというような気にもなりました。 
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 そういうリスキーな仕事をやっていたら、こっちの方は疎かになりがちになってしまう

かなとも思うんですが。 

 

○委員  私も、そこのウエートの置き方を、やはり安かろう、悪かろうでいいのか。結

局、ある程度があるじゃないですか。 

 

○委員 安くて、適当な品質を保つところの方が良いんじゃないかと私は思うんですけど

ね。 

 

○委員  本当に今言われた、何処にバランスをとるのというのがすごい難しいですよ。 

 

○部会長 そのことは、恐らくここの委員のお話ではなくなってしまう、今後の市に対す

る提案として。 

 

○委員 市が同時に考えるんだということですよね。 

 

○部会長  この制度の中の範囲でお話ししますと、さっきの委員がおっしゃっていた、

利用ができないという状況に関して、他の区の話ですけれども、やはり、例えば利用状況

をインターネットで、ここが空いてますということを、告示したり、あるいは黒板みたい

なもので、２カ月先まで開示して、空きが一目瞭然でわかるようにしますということを提

案されたような会社もありますよね。 

 

○委員  それからもう一つ、蘇我のコミュニティセンターの運営で、特別なのというと、

あんまり他はやっていないのは、１年間、もう専有権みたいなものを認めてるんですよ。 

だから、使う方からみたらすごく便利なんですけどね、１年間、例えば何曜日の何時か

ら何時までは、何処何処が使いますというのを、それも何となくを、何年に亘って、それ

があるから、余計新しいところが入りにくかったりして。 

 

○委員  現行の株式会社千葉マリンスタジアムが管理しているから、そういうことがで

きるということではなくて、他の管理者でもそれが可能なんでしょうか。 

 

○委員  可能なんだけど、今度は、今の指定管理者の申込書の方で、それをやめて、ち

ゃんと２カ月前までですというのを明確にしましたからね、そこで抽選してやりますとい

うことで、ちょっとそれ自身も変わってくると思いますね。 

 

○部会長  皆さん、中でうたっていることですよね、公平性とか、そういうことで。 

 

○委員  そうです。だから、それで公平性は出てくるとは思うんですね。 

 

○委員  結局、年間を通して日にちが決まっているというのは、サークルだと思うんで
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すよね。 

そうすると、２カ月前に抽選で、今日はだめでしたということになると、どうなんでし

ょうね。 

 

○部会長  その辺のバランスが難しいんですよね、継続性も必要ですし、他方で平等も

考えなきゃいけない。 

その中で、どこを落としどころとしてやるかですよね。 

 

○部会長  抽せんか何か、また別の手段があれば、それでいいと思うんですけどね。 

 

○委員  さっきのサークルの数とか、排他的な部分に繋がるんですけど、こういう部屋

を、例えば華道クラブでやるとするではないですか。 

２人とかでも、ここでやるそうなんですよ。１サークルだから。 

やはりサークルのあり方になってしまうんですかね。 

 

○部会長 融通のきかせ方、部屋を二つのサークルで共有するとか。 

 

○委員  だれだれさんとは一緒にやりたくないということがあるそうです。 

 

○委員  やはり市で、どういう選定をしたらいいのかということをある程度決めてもら

った方が良いですね。値段と質と。 

 

○部会長  今後の課題として、私ども、先生が会長で、全体の方の会議でお話しをして

いけばいいのかなと思います。 

 今回、与えられた条件で採点しないといけないので。 

 どうでしょう、皆さん、採点は。 

 お話の中で、特に変えるところとか、ありませんかね。 

 

○委員  変えることではなくて、やはり安いほうが良いですね。 

 

○部会長  では、集計がそろったと思いますので。 

 

○司会  見直しが終わりましたら、こちらのほうで集計させていただきますので。 

 

 それでは、集計結果が出るまで、１５分程度見込んでおります。委員の皆様は、こちら

で休憩の方をとっていただきたいと思います。また、それからよろしくお願いします。 

 

（休 憩）30 分間 

 

○事務局    採点結果を発表します。 
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株式会社京葉美装が平均点で１０６．６点、千葉ビル代行・キャリアライズ共同事業体

が１０２・２点、株式会社千葉マリンスタジアムが１０７．６点、アクティオ株式会社が

１０８．８点となり、予定候補者の第１順位がアクティオ株式会社、２番が株式会社千葉

マリンスタジアム、３番が株式会社京葉美装、４番が千葉ビル代行・キャリアライズ共同

事業体となりました。 

 

○部会長     只今事務局より発表がありましたとおり、最高点がアクティオ株式会社が

指定管理者予定候補者として選定されました。この採点結果について各委員の皆様から意

見を伺いたいと思います。如何でしょうか。 

 

○委員  サービスとか内容をこの方法でやったら、この点数は妥当なのかなとは思うけ

ど、これでいいのかと。 

 

○部会長  引っかかるというか問題意識が生じるというところでしょうか。 

 

○委員  こうなったのは最後の一番下（管理経費の低廉化）の点数を１０、９、９、 

８点にしたからこうなるので、これに私は自分の点数を一緒に書いてあるけど、それでい

くと引っくり返ります。これは８と１０の差しかないからです。 

 

○部会長  これは事務局に確認なんですが、事務局の方から点数を言われましたが、こ

ちらは拘束されてしまうんでしょうか。 

 

○事務局  はいそうです。 

 

○部会長  これを１０から２までの点数で付ければ、結果は変わってくる訳ですし、 

これは原則として我々が付ける場所のように思っていたんですけれど。 

 

○委員  この表には第２回目というのがありますが、これはどのようにな 

りますか。 

 

○部会長  これは委員の方から異議がでた時に、再度採点を行う可能性があるとい 

うことです。今回そういうかたちで異議と仰っていただければ。 

 

○委員  意見なんですが、先ず一番上の６０点配点がある基準についての審査とサービ

スの向上２０点で管理能力が５０点、管理経費の縮減が２０点と大きく分けてありますが、

上の３つについては、それほど点数の差が開いていません。２点や１点なんですが、管理

経費の縮減のところは、アクティオ株式会社が１４．８で一番低くて、一番良いところが

１８点なので、３．２点離れています。一番経費関係を表しているのが２０点の配点のと

ころだと思うのですが、２０点しか配点がないので、ここで一番差が開いているんだけれ

ど、その差が総合得点に反映されない。 
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○委員  市の行政サイドでアクティオ株式会社の見積りを京葉美装株式会社の見積り

位に値切って実施するということもありますね。 

 

○事務局  提案といいますか協議の中で、そういうことはあるかとは思いますが、ただ

それでアクティオ株式会社が、それではできないとなれば。 

 

○委員  それならば次のへ。 

 

○事務局  その時に額を値切るというのは、どの様にするのかが。 

 

○委員  京葉美装株式会社がこれでできたんだから、お宅の方で出来ない訳はないじゃ

ないかと。 

 

○委員  金額を押さえるのに当たって、提案内容がどの様に変わってくるのかを確認さ

れた方がいいです。１０いくつの自主事業をやるのを、例えば１５を１０にすれば京葉美

装株式会社と同じにできますよという提案を、もしかしたらアクティオ株式会社がなさる

かもしれません。そういう余地は制度上あるのでしょうか。 

 

○部会長  再提案されたら評価しようがないです。 

 

○事務局  そうです。提案内容に基づいて、それを最低限クリアするというのが、前提

だと思うのですが。クリアしたうえで経費を下げるということになるかと思いますが、い

ままでそれはやっていませんので、想定もしていないと思います。 

 

○委員  行政の方で指定管理者に納得のいくサービスを提供してくれる 

なら予算はいくらでも出すという財務内容ではないでしょ。やはりある程度、この指定管

理者選定評価委員会にこれを出すということは、勿論値段のことは考えてくれと。 

 

○事務局  そうです。 

 

○委員  京葉美装株式会社とアクティオ株式会社の５年間の収支予算の比較をすると、

５年間で約５千万円違います。５千万円というと大きいですよね。５千万円を余分に払う

だけのアクティオ株式会社の提案にアドバンテージがあったのかということです。 

 

○部会長  私は逆にあまり京葉美装株式会社は評価していません。と言うのは収支度外

視みたいなことを仰っていましたので、気になるのです。其処が逆に。違うでしょ。民間

企業ですから営利を追求して貰わないと困るんです。 

 

○委員  私は、公的な施設を代行して運営するからといって、身銭をきってまで社会貢
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献することを民間企業に押しつけるというのは、押しつけてはいないとは思うのですが、

そこまで要求してコストダウンを業者はしたいのかと、そこをいつも疑問に思うんです。

やはり民間企業としては、必要な人件費やコストもあって、更に株式会社だったら配当も

しなくてはいけない。配当の分まで含めて計上できないと、収支が合わないことになりま

す。 

 

○委員   そうなんですが、京葉美装株式会社の説明では、多尐そういう 

ことを言ったかもしてないけれど、それは、ただリップサービスだと思うんです。 

 

○委員  赤字になっているということではないんですね。 

 

○委員  ないです。 

 

○委員  提案として、これに条件を付けられるとしたら、アクティオ株式会社には京葉

美装株式会社までいかなくてもいいけど、２番目の株式会社千葉マリンスタジアムまで、

そこまでの値段を下げるという交渉をするという前提でないと、ちょっと問題ではないか

と思います。 

 

○委員  あと３千万円ですね。１年間で６００万下げるということです 

ね。 

 

○委員  やはり大きいですよね。 

 

○委員  そうでなければ、やはり遡って、アクティオ株式会社を下げなければいけない

のかなと思うんです。確かにサービスの内容は、すなおに読めばアクティオ株式会社が一

番良いので、それはそれで良いけど、だけど金額が高すぎるから、やっぱり２番目の株式

会社千葉マリンスタジアムまでは値段を下げなさいよという条件にするのならこれでも

良いけど。 

 

○委員  私、資料ちゃんと読んでなくて申し訳ないんですけれど、今やっている株式会

社千葉マリンスタジアムは、５年間でいくら掛かっているんでしょうか。 

 

○部会長  実績部分を出して欲しいということですね。 

 

○委員  アクティオ株式会社は他のコミュニティセンターの費用を参考にしたと仰っ

ておりましたので。 

 

○部会長  多分初年度のが、一番近いのではないかなと思います。 

 

○委員  そうすると大きく逸脱はしていないと思うんです。京葉美装株式会社は、今よ
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り１５％くらい下がると仰っていたんで、今より尐なくしているんです。なので、現状維

持位でしたら、逆に説明できるのかなと。 

 

○部会長  何が高いのでしょうかねえ。人件費は逆に一番安いんです。逆に株式会社千

葉マリンスタジアムはいい額を貰っているなと思います。 

 

○委員  私もそう思います。 

 

○部会長  その辺が不透明です。経費の項目が市の方で統一してやっていただければよ

かったんですが、それぞれ自由に作っているから。 

 

○委員  まるめて出しているところもありますので。 

 

○部会長  委員に教えていただきたいんですが、この会社は何処で利益を上げているん

ですか。この中でですが。 

 

○委員  委託管理費がＡ－Ｃですか、其処が一応利益を取った上の委託 

料です。 

 

○委員  収支はゼロです。 

 

○部会長  利益を出しているアクティオ株式会社の方が、ある意味正直ではないかと。 

 

○事務局  平成２１年度の決算なんですが、指定管理委託料として５千７百１万５千円

です。 

 

○部会長  株式会社マリンスタジアムはそれより尐なく見積もっているんですね。５０

０万円位安くなっています。 

 

○委員  アクティオ株式会社は、それからいくと現状維持ですか。 

 

○部会長  様式３３号の（Ａ）を見ればよろしいですか。 

 

○委員  それは収入が入ってくるんだから、実際かかる部分としては、足し算したやつ

で見ないといけないでしょう。 

 

○部会長  財政の影響ということであれば、Ａでは。 

 

○委員  財政の影響ということであれば、そうなのですが本来のお金として見れば、そ

の分だって収入に入るのですから。 
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○部会長  もっと尐なくて良いはずだということですか。 

 

○委員  だって収入で入った分が自分の懐に入る訳ですから、尐なくて良い筈ですよね。

だからトータルの収入の合計で見ないといけないから、やっぱりアクティオ株式会社は高

いんです。 

 

○事務局  それはやはり管理費が、その分人件費などが安いのかもしれませんが。 

 

○委員  京葉美装株式会社が、こんなに安くできる訳だから、どんな積算をしているの

か。 

 

○部会長   管理費が極端に低いんじゃないですか。 

 

○委員  アクティオ株式会社の半分以下です。 

 

○部会長  卖純な比較ができないところがあるのですが、例えば人件費が京葉美装株式

会社は一番高そうに見えるのですが、清掃費の分を引いて見ると、一番高いところは千葉

ビル代行・キャリアライズ共同事業体になります。項目の振分方で分かりにくくなってし

まっているのですが、いずれにしても管理費がべらぼうに安いんじゃないですかね。です

から、倍ですよね。アクティオ株式会社は管理費だけでみれば４倍近くです。管理費とい

うのは、業者が変わるだけでそんなに違うものなんでしょうかね。 

 

○委員  そんなに変わらないはずです。 

 

○部会長  ですよね。アウトソーシングする費用ですよね。 

 

○委員  いつも思うんですが、見積りを作る時に自治体からこの様式に書いて下さいと

いう時に、何度も申し上げるんですが、企業としての利益を、どんだけ見込むかというの

を書く欄がないです。書かせていけないの、利益を上げてはいけないのと思うんです。 

 

○部会長  雰囲気的にそうなんでしょうね。そういう欄があっても０で計上してきたり

とか。 

 

○委員  他の項目に 

 

○委員  他の項目にのせざる負えないのであれば、この管理費や人件費に割り振られて

しまっているんだなと思います。 

 

○委員  このままだとなかなか結論ができないので、この場でちょっと気になるのは、
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やっぱりアクティオ株式会社の値段が高いので、せめて京葉美装株式会社までいかなくて

も、２番目の値段位まで交渉してくださいという条件付きではだめですか。 

 

○事務局  条件付きは、多分だめだと思います。 

 

○委員  それじゃなかったら２回目を。 

 

○委員  其処まで下げろと言ってダメだったら２番目にするとか。 

 

○事務局  その条件が伏せるかどうかというのが、第１順位の業者との事前協議の中で、

委員会として条件を伏さないものを無効とするということを、今度付けていけない訳です

よね。 

 

○委員  だから此処の委員会で条件を付ける訳です。 

 

○事務局  これは部会からで、選定委員会から市長に答申して、そこで初めて公に出て

行くので。ここの部会でと言う訳ではないんです。 

 

○部会長  制度の問題になってしまうんですよね。ですから我々の権限を超えてしまう

ということですよね。ですから方法にしたがってやっていくしかないので。 

 

○委員  制度的に言えば、採点順でアクティオ株式会社にならざるをえないですよね。 

 

○委員  百歩譲って、今までより市の持ち出しというか、市が負担する分が増えなけれ

ば、良いのかなということですかね。 

 

○委員  だけど実際には、収入があって業者としてみれば、今までよりもお金を多く掛

かりますよと言っているところにする訳でしょ。それはちょっと問題ではないかと。 

 

○委員  でも今までと同じなんじゃないですか。 

 

○委員  いや高くなっています。アクティオ株式会社の場合は使用料金が入ってきて、

その分も懐に入る訳だから。 

 

○委員  ただ還元しますよ。 

 

○委員  還元すると言ったって、収入の中の話でしょ。これを平均したら５千７５０万

円くらいでしょう。それが高くなる訳です。 

 

○事務局  値切るのはちょっと難しいと思いますけれど。 
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○委員  委託料のところで比較すればいいんですよね。 

 

○事務局  利用料金収入は今までありませんでしたので、それを含めて考えていただく

べきかなと思います。その分というのは、今度市民が負担する、実際に利用者が負担する

部分なんですけど、それは今まで５千７１００万円の中に入っていたと考えるべきと思い

ますが。 

 

○委員  利用料金を課すという元元の発想は、利用料金を課すことにより、市の負担を

減らしたいということですよね。 

 

○委員  ２つあるんです。負担を減らしたいのと利用していない人とのバランスをある

程度考えるということの両方だと思います。 

 

○部会長  悩ましい話ではありますけれど、委員会としては、部会としては、再採点を

するかどうかを先ず。 

 

○委員  それが絶対だめだと言われたら、再採点をするかですよね。 

 

○部会長  先ほどの値切る件ですか。 

 

○事務局  今、市民総務課に確認しますので。提案額から値切れるのかどうか。値切れ

るかとすれば、そういう条件を付けて第１位ということで、この額までということを可能

かとは思うのですが。 

 

○委員  それで、１番安いところまで値切るというのは、ちょっと問題にしても、２番

目のところがあるんだから、それに合わせられるかで、合わせられなかったら２番目にす

ればいい話でしょう。 

 

○部会長  再採点の要否も多数決ですよね。 

 

○事務局  まあそうですね。皆様の合議ということで。 

 

○委員  これで決めるか、またやるかということですね。 

 

○委員  私はもうこれで良いと思います。金額との兼ね合いも次回以降に持ち越すしか

ないのかという感じです。 

 

○委員  次期ですよね。課題として残して。５年間はもうしょうがない。 
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○委員  これは多分、良くお考えになって要項とかお作りになっていると思うので。 

 

○部会長  出来上がっている制度ですので、それを部会だけで変えることは出来ないで

すね。 

 

○委員  色々そのイレギュラーのところで、技を使ってしまうと、聞かれた時に説明が

出来なくなってしまうと思うんです。苦しくなってしまうと思うんです。 

 

○委員  確かにこの配点基準だとアクティオ株式会社にならざるを得ないですよね。 

 

○部会長  それも含めて、市の責任ですから、こういう配点にしてしまったのが。 

 

○委員  そうですよね。 

 

○部会長  そういう批判を市民から受けても市だということで。 

 

○委員  後はモニタリングをちゃんとやって、例えば当初の提案内容は素晴らしかった

のにも拘わらず、自主事業もなされていないとか、提案内容と大きく違わないかというの

を定期的にチェックしていけばいいと思います。 

 

○部会長  チェックする仕組みはあるんですか。 

 

○事務局  この委員会が選定評価委員会ということですので、評価もその中でされるこ

とになると思うんですけれど、具体的にどの様にするのか。 

 

○部会長  委員会を開いた上でという仕組みですか。 

 

○事務局  当初選定委員会という選定だけだったんですけれど、評価も入れて、それも

するかたちになりましたので、任期中になるかどうかわかりませんが、そういう中で、そ

ういう評価をしていただくことになるのかと思います。 

 

○部会長  私共は２年ですね。こっちは５年ですよね。 

 

○事務局  そうです。 

 

○部会長  そうすると再度、選定はしないけど評価するだけということもあるんですか。   

    

○事務局  これからするとそうなりますかね。また引続きになるのかは分かりませんが。 

 

○委員  私がここで、あまり煩いことを言うと外れますね。 
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○委員  もうこれはやむを得ないので、これはこれでいいとは思うんですが。 

 

○部会長  如何でしょうか。再採点をするかどうかは。 

 

○委員  今、市民総務課へ聞いてもらっていますので、結論を聞いてからでいいんじゃ

ないですか。 

 

○委員  今、聞いていただいていることが可能であれば、私もそれが良いと思います。 

 

○委員  普通は見積もりに対して、直ぐにこれでいいですという話は殆ど無いので、そ

ういう猶予をあたえて。 

 

○事務局  交渉する期間というか、それを受けてまた決定するというプロセスを踏めれ

ばいいんですが。そうじゃないので中々。 

 

○委員  一発勝負なんですか。 

 

○事務局  そうではなくて、また委員会を開いてそれに対してやるというのが、今想定

されていないのです。ですから市として考えたのは、そういう話をするんであれば、質問

の中でという機会としては、それくらいしか考えていないということなんです。 

 

○委員  もし２回目を開いたとしても、配点基準が同一であれば同じ様な結論になりま

すよ。これはやむを得ないですよね。 

 

○委員  ですから作為的にというか意識を持って、これは高いお金が掛かるんだからと

いうことで、ものをみないかぎり、確かにアクティオ株式会社が一番良いと、皆同じ様な

感じを持たれたているんじゃないかという気はするんだけれど、だけどそれが、ばかばか

しく高かったら、やっぱりそうしないでしょう。今の採点の仕方で、それしか方法がない

としたら、今度は各項目について、じゃ此処は高いんだから、これ位では不満足だと言っ

て点数を下げざるを得ない、それをするのかしないのかなんです。 

 

○委員  それは、しずらいですよね。すごく難しい。 

 

○部会長  微妙なとこだと思います。確かに、良いことを言ってるけれど、このコスト

ということを考えた上で採点するとすれば、評価が下がると思うんですけれど、下げるこ

とだけが主目的になってしまうと他事考慮ということで、項目にないことを評価している

ということになってしまうと思います。難しいのは狙い撃ちにこれを作為的に下げるとい

うことは出来ないので、そういうことを考えるのであれば全部の業者に対して、もう一回

費用の面から評価をするというようにもっていっちゃって。 



 

 ―３８― 

 

○委員  費用のウエイトを半分位にもっていった方がいいような気がするんです。 

 

○部会長  今後の課題として 

 

○委員  やっぱり多尐考えていただきたい。このアクティオ株式会社が出てきたのは微

妙なところですけれど、掛かる費用として見たら今までより高くなってしまう訳です。そ

れが受忍するんだったら、今よりもうんと高いやつを出しても良い提案さえすれば、みん

な良い点数になって、それになるのという話になっちゃう訳でしょう。 

 

○委員  金額の配点を上げるか、今の水準よりもオーバーしない金額の範囲内での 

最大限の提案にしないといけないと思います。 

 

 ○委員  市はばんばん金を出すところではないので、ある程度締めないといけませんね。 

 

 ○委員  てっきり予算があるのかと思いました。 

 

 ○委員  予算が出されたら、それより上げることはない。その中で収まるように下げて 

くると思うんです。 

 

○委員  だからいいんじゃない。 

 

○部会長  市が作為的に予算を下げれば良いのです。そうすればその中で皆が努力する

訳です。それは皆平等に、与えられた課題なので、何処かだけ狙い撃ちして下げてくる訳

ではないです。 

 

○委員  この話は各区何処行ったて絶対出る話ですから。 

 

○委員  明日なんかこれより多いからどうしようと思って。 

 

○部会長  正直いって他の区で出なかったこともあります。これは委員の個性ですね。

５人しかいないので、会計について、煩く仰る方がいれば、今回みたいになりますし、昨

日はこの話は一切でませんでした。 

 

○委員  委員が、じっくりみて下さるだろうと思っていましたから、私は他のを。 

 

○部会長  そういう観点から行くと法律家が関与する場面は、そんなにないんですね。

この評価の段階では。むしろ項目を作ったりとか配点をとか。 

 

○委員  むしろ中身は地域のかたの方が。 
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○部会長  ですよね。実情を知っている方に点数を付けていただいた方が実態を反映し

ますから。 

 

○委員  そう言われても。 

 

○部会長  自由にお付けいただいていいと思うんです。 

 

○委員  こういう採点でいったらそれに合わせるのと。正に作為的に合わせないと、合

わないですよ。 

 

○委員  私は１個ずつ素直に付けましたよ。 

 

○部会長  こういう制度である以上機械的に付けなければいけないと。私は責任を負う

ことじゃないので、こういう配点になっていることについては。 

 

○委員  多分、委員もそうだと思うんですが、トータルを出さない 

と、此処が良いなと思ったのと合計点が違っていたら、どうしようという気持ちになるん

です。 

 

○部会長  私もずれるというのは分かるんですが、それは知った事ではないと、私の権

限を超えてる訳です。予算のことまで考えて点数を付けろという責任がある訳ではないん

で。一市民としては、憂いを感じるところですけれど。 

 

○委員  僕は財政の削減という頭があってどうしても。 

 

○委員  市長が掲げていますからね。自らまず給料を減らしますから。 

 

○部会長  市では公約ではあるんですが、ただここでは求められていないという。 

 

○委員  今現在で株式会社千葉マリンスタジアムのコミュニティセンターの管理運営

に不満というのは感じていないのですが、今日はフェアにやっていますからね。点数でそ

ういうふうに決まれば。 

 

○部会長  正直、管理清掃委託なんて、あまり差がつかない話ですよね。どんぐりの背

比べで。 

 

○事務局  今、市民総務課に確認したんですけれど、まだ行政改革推進課の確認がとれ

ないんで、絶対とは言えないということなんですが、だめとは言えないと。ですから条件

を付けて出すということも可能ではないかということなんですが、まだ絶対良いというこ
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とは言えないということで。 

 

○事務局  極端な話、属の言い方になりますが、値切りに失敗した場合、結局部会から

のご意見として、提言として事務局の方が成功に至らなかったと。どうしても相手側がこ

の金額じゃなければお受けできませんと言った場合ということも。 

 

○事務局  その時は第２順位。 

 

○部会長  自発的に下りればそうですけれど、向こうは基準を満たしているにも拘らず、

なんで下げなければいけないんだと言われた時に、反論できないと思うんです。その時を

仰っているんですよね。 

 

○事務局  はい。 

 

○委員  今回はこういう結論でいいんではないですか。 

 

○部会長  それでは意見の集約ということで、伺いたいと思いますけれども。再度の採

点を必要とするかどうかについて、ご意見いただけますでしょうか。委員からお願いいた

します。 

 

○委員  私は、先ほど申し上げたとおり、順番そのものはこれでしょうがないのかなと。

だけど金額が支出として増えてしまうのが問題だから、２番目のところのレベルまで下げ

ることの要求を付けて、１番目として、そこが駄目ならば２番目にしたら良いと思います。 

 

○部会長  再採点を必要があるかどうかは。 

 

○委員  再採点の話については、今条件を付けられるような感じの話が、今あるから、

あるんだったらこのままで良いです。 

 

○部会長  再採点は必要なしと言う事でよろしいですね。 

 

○委員  はい。 

 

○部会長  委員はどうでしょう。するしないで答えてください。 

 

○委員    私はします。 

 

○部会長   するですね。 

 

○委員    はい。 
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○部会長   委員はいかがでしょうか。 

 

○委員  私はノーです。確かに値切ることができればそれに越したこと 

はないけれども、この制度で一番優れていると採点付されたアクティオ株式会社に依頼し

なければいけないのかなと思います。 

 

○部会長  はい。委員どうでしょう。 

 

○委員  私も再採点は不要だと思います。それでもし可能であれば、２番手のところま

で落すとかという、具体的な条件を付けるんではなくて、金額を交渉する余地はないのか

とか。何と言ったらいいんでしょう。金額設定について配慮できないかどうか話し合って

みる。例えば３千万円まで落さないにしても、あともう尐しだったらと、そういうような

ことが可能であればそれが良いかな。ただ委員が仰ったように、制度上、もうこれで固ま

っているのであれば、アクティオ株式会社のあの金額でいいと思います。 

 

○部会長  はい。 

 私は結論としては不要です。ですので、今回、委員の評価は難しいのですけれど、尐な

くとも不要が３ありますので、多数決に従いまして、再採点はしないということで決定し

たいと思います。 

 

○委員  それで条件を付けることはどうなったのでしょうか。 

 

○部会長  これについて合議してもよろしいですか。 

 

○事務局  はい。 

 

○部会長  意見を付けるという委員からのご提案ですが、それに関してどうします。 

 

○委員  それはどうなんですか。意見は付けても制度上問題ないんです 

か。 

 

○部会長  拘束力のない意見であれば問題ないですよね。 

 

○事務局  どの程度、拘束力というか、縛られるのかというのは今の段階では分からな

いんですけれど、委員が仰られたのは、今まで以上に掛かってしまうのは、可笑しいとい

うことだと思いますので、そういうことに基づいて、それよりも低くというような意見で

アクティオ株式会社を第１位にするというようなことで、まずは部会としての結果を出し

ていただこうかなと思うのですが。 
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○部会長  条件付きというのは技術的に難しいと思うんです。付帯する意見ということ

になろうかと思うんですが、勝手な考えで申し上げますと、順位はアクティオ株式会社と

する。ただし、市はアクティオ株式会社に対して、経費等の再考慮の交渉ですか、表現は

分かりませんが、お願いしたいということ。更にアクティオ株式会社に対しては、再度の

見直しをお願いしたいと。そういう様な内容になろうかと思います。 

 

○委員  そうですね。低廉化を努力されたいなど。 

 

○部会長  そういう様な内容になろうかと思います。表現については事務局にお任せし

ます。条件付きだと、たぶん条件自体が不確定なので、技術的には出来ない話だと思うの

ですけれど。申し上げたのは、適正でなかったかもしれませんが、意見は問題ないかとは

思うんですけれど。よろしいでしょうか。 

 

○部会長  それでは意見を付けることについて、協議したいと思いますけれど。まあ、

委員は当然意見を付けるというご意見ですよね。 

 

○委員  それは２番手と同じ値段まで下げろというのが基本なんだけれど、どう転んで

も、今までやっていたのより上がるというのは、この状況の中では認められないのではと

思うので、其処のところは、明確にしといた方が良いです。 

 

○部会長  はい。委員ご意見いかがでしょうか。ご意見を付けるかど 

うか。問題なければそのままいくと。 

 

○委員  付けるということで。 

 

○部会長  内容についてはいかがですか。 

 

○委員  お任せします。 

 

○部会長  はい。委員いかがですか。 

 

○委員  私も意見を付けることに賛成です。緩めな表現が良いのかなと思います。どう

しても値段を下げなければいけないと言うのではなくて、鋭意努力されたいとか。先ほ

ど部会長が仰られた様に、市の方でも交渉をトライしてみる様な、その程度で良いと思

います。 

 

○部会長   はい。委員いかがですか。 

 

○委員  率直に言って消費税位はまけて下さいよと。そんなところで。 

 



 

 ―４３― 

○部会長  はい。私も意見を付けることには賛成いたします。それで、内容に関しては、

先ほど申し上げたとおり、具体的な内容については、事務局にお任せして技術的に成り立

つようなかたちで対応いただければと思います。 

 

○部会長   それではよろしいでしょうか。 

 

○事務局  そこは検討して、また皆様にお話させていただきます。 

 

○部会長   結果について、先ほど事務局の方からご発表いただきましたとおり、アク

ティオ株式会社が指定管理者予定候補者の第１順位、２番目ですけれど、株式会社千葉マ

リンスタジアム、株式会社京葉美装が第３順位に選定されました。今後第１順位を指定管

理者として手続きを進めて参ります。なお、手続きの過程において、協議が成立しない場

合は、第２順位、第３順位の法人と順次協議を行うということになります。続きまして、

選定理由のまとめを行います。まず、選定理由につきまして、何か案がありましたら。 

 

○事務局  選定理由なのですが、今のお話もありますので、それも含めて、選定理由の

中に、その条件というか、意見も入りますので、そちらも併せてということでよろしいで

しょうか。 

 

○委員一同  はい。 

 

○部会長  具体的な選定理由は、本来であれば、この場でまとめることですけれど、ち

ょっとこの場では確定できないということで、事務局の方から、再度案ということで、持

ち回りで説明していただけるということで、その後確定したもので、選定評価委員会の会

長にご報告させていただきます。 

 

○部会長  その他事務局からご報告はありますか。 

 

○事務局  それでは、今後のスケジュールなんですが、一応選定結果としてまとめまし

たら、部会長さんから、選定評価委員会の会長さんのほうに答申、結果を報告するという

形になりまして、その後、選定評価委員会から市長への答申ということを一応今月中に考

えておりまして、その後、内部的に決裁をとって、１２月、先ほども部会長さんからお話

がありましたように、１２月下旬に指定管理の予定候補者に対して、結果の通知をそれぞ

れ行います。 

その後、第１予定候補者と協議いたしまして、年明けて、１月の上旬に仮協定というの

を締結いたします。 

仮協定を締結した後、今度、議会のほうに議案として上程してきますので、２月議会に

上程して、３月に議決を経て、本協定を締結するという流れになっていくかと思います。 

 以上でございます。 
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○部会長 委員の皆さんから、何かスケジュールに関してご質問はありますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

○部会長 １点だけ確認させていただきたいんですけれども、議案の提出の段階で、ある

程度、先ほど来問題となっている額について、具体的なものとして議会に提出するという

ことになるんでしょうか。 

 

○事務局   議案の提出の段階で、当然、予算の議案も一緒に出しますので、その段階

では当然固まっていますし、予算が固まるのは、もっと早いですから、その前に、どうい

う形で、協議を進めていくかというのはあるんですけど、本来であれば、仮協定を締結す

る前までに、すべて金額も固まるべきものですので。 

 

○部会長  わかりました。では、そんなに時間的な余裕はないということですね。 

 

○事務局   そうですね。 

 

○部会長 分かりました。 

 他にご質問ありますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

○部会長 特に、ないようでしたら、また事務局に進行を戻します。 

 

○司会  部会長を初め、委員の皆様には、中央区蘇我コミュニティセンター指定管理者

の予定候補者の選定に、慎重かつ適正なる審議をしていただきまして、ありがとうござい

ます。 

 本日の選定結果を市民局指定管理者選定委員会に報告するとともに、選定していただき

ました企業と関係手続を進めてまいります。 

 本日は、大変お忙しいところ、長時間にわたる審議にお礼申し上げまして、本部会を閉

会いたします。 

 なお、本日お持ちいただきました資料、お配りしていました資料は、この場に置いてお

かれても結構でございます。 

 ありがとうございました。 


