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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回中央区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２３年１月１１日（火）午後１時００分～午後３時００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、步井雅光委員 

（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 

 

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 

予定候補者の選定、選定理由及び付帯意見のまとめを協議し決定した。 

 

６ 会議経過： 

○事務局  ただ今より、平成２２年度第３回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会・

中央区役所部会を開会いたします。それでは、開会にあたりまして、部会長よりご挨拶を

お願いします。 

 

○部会長  新年になりました。本年もよろしくお願いします。中央区は諸事情により第

３回の部会が開かれることとなりましたけれど、迅速に進めて参りたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 

○事務局  ありがとうございました。続きまして、会議の成立についてご報告いたしま

す。本日の出席者は、５名全員が出席しておりますので、千葉市公の施設に係る指定管理

者の選定等に関する条例第１０条第２項に基づき、会議は成立しておりますことをご報告

いたします。また、本日の会議は、千葉市情報公開条例第７条第３号及び第５号で不開示

が含まれておりますことから、一部を非公開とさせていただきます。なお、議事録作成を

行うことから、本会議を録音させていただきますことご了承お願いいたします。それでは、

議事の進行は部会長にお願いします。 

 

○部会長  はい。まず事務局から、本日の会議に至る経緯を説明願います。 
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○事務局  昨年に第２回中央区役所部会を１１月２４日に開催しまして、申請応募団体

からのヒアリング後、採点をいただき、採点結果としましては、アクティオ株式会社が１

番で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いうことになりまして、アクティオ株式会社につきまし

ては、サービスの向上ですとか、施設の適正な管理等提案内容の管理能力についての評価

は高いものと、しかしながら、５年間の指定管理委託料が２億６６００万円を超えるなど、

管理経費の低廉化の項目が千葉市の財政状況に見合うものではないということで、その低

廉に掛かるその条件や付帯意見を付けるということで、協議されたところでございまして、

具体的な内容につきましては、事務局に一任されたところでございました。しかしながら、 

事務局でいろいろ条件等の実効性や市及び候補者相互の不利益など様々な事項について、

市の指定管理を統括しているセクションとか、市民局の主管課等を交えて、内容を協議し

ていった中で、再度部会を開いて、この選定理由の意見等について、もう一度皆様にご協

議を諮りたいということで、第３回の部会に至ったところでございます。先日の部会でも、

お話ししましたように、２月議会に指定管理者の議案として上程しますので、スケジュー

ル的には、非常にタイトなスケジュールになっていますので、ご審議をよろしくお願いし

ます。前回意見等をまとめたものと今回協議いただきます提案理由などにつきまして、一

括してご提案したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○事務局  お手元にお配りしております資料に基づいて説明させていただきます。見出

しが選定評価委員の意見等についてというものでございます。第２回の中央区役所部会で

の委員の皆様方の協議並びにご意見等を要約したものでございます。それでは、ご報告さ

せていただきます。 

まず、部会長の欄から申し上げます。募集要領に経費の項目が統一されていないため、

ばらつきが出た。配点基準を変更することはできない。配点基準は市の責任である。減額

を主目的にすると他事考慮になる。 

つづきまして、委員のご意見です。最高得点を得た者を選考しなければならなくなる。

第１順位者と減額交渉するならば、再採点しても結果は変わらない。提案額は市財政状況

を考慮する必要がある。 

委員のご意見です。「管理経費の縮減」の配点比率が低く、総合得点に反映されていな

い。提案額の減額交渉に当たっては、自主事業など提案内容の変更を確認しなければなら

ない。減額を条件ではなく、努力規定のほうが好ましい。 

委員のご意見です。採点結果により選考するものである。ただし、減額の条件を付する

こと。 

委員のご意見です。審査項目における「管理経費の縮減」の採点方法に問題がある。指

定管理者予定候補者は第１順位者とし、提案額は第２順位者程度まで減額するよう条件を

付する。第１順位者が減額に応じない場合は、第２順位者を選考とするよう条件を付する。 

つづきまして、お手元にお配りしております資料で、中央区蘇我コミュニティセンター

指定管理予定候補者選定理由でございます。これは事務局案でございます。１番の対象施

設及び指定期間については、以上のとおりで省略させていただきます。２番の指定管理予

定候補者の団体名はアクティオ株式会社です。３番の選定理由は、（１）総合得点が最も高
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いものであったこと。（２）利用者サービスの向上や利用者への支援策など「サービスの向

上」が特に優れていること。（３）「市民の平等な利用の確保・施設の効用の発揮・施設管

理能力」など管理能力等が高く評価できるものであったこと。４意見等、本答申は、あく

までも基準に従い忠実に採点・審査した結果である。しかしながら、千葉市の現在の財政

状況や当該施設の有料化導入の趣旨を踏まえるのであれば、委託料の配点基準は著しく低

いものとなっていると言わざるを得ない。上記選定理由は評価に値するものの、第１位順

位の応募団体から提案された管理経費は、総得点が僅差である他の応募団体のそれと比較

すると高額であることにも鑑み、提案の趣旨が損なわれない範囲において、管理運営費の

見直しを協議し、指定管理委託料の低減に努められたい。５応募団体数及び名称は以上で

ございます。６審査採点結果は第１順位アクティオ株式会社１０８．８点、第２順位は得

点が１０７．６点、第３順位は得点が１０６．６点です。以上でございます。 

 

○事務局  意見についてですが、お手元に前回の議事録を、まだ未定稿のものでござい

ますが、こちらもお付けしております。前回のほぼそのままの状態のものでございます。 

 

○部会長  ただ今、事務局から報告、提案がありました。さきの第２回の部会において、

採点結果は僅差であったものの、最高得点のアクティオ株式会社が第１順位となりました

が、委託料の提案額が他と比べ高額であることから、第２順位の提案額相当の金額まで低

減するよう条件を付するようにとの意見があり、表現など事務局に一任した経緯がありま

した。結果として、事務局は市関係部署と協議のうえ選定理由書を作成いただいたようで

すので、前述の理由書のとおり報告、ご提案されたものであります。それでは、委員から

選定理由書に対する意見を伺っていきたいと思います。委員から前回の会議に出席できな

いということで、意見書をいただいておりますが、内容についてはご覧になられていると

は思いますが、何かありますでしょうか。 

 

○委員  折角付けていただいたので、補足的に言わせていただきますと、審査評点の話

は、委員５名全員がこれは問題だったという認識だったと思いますのでその内容で、２番

目のところで、私としては１５０点満点中２０点の１０点の部分が決められてきたことに

違和感を持っていて、それがこういうかたちで行きますということが、本会議で決まった

のであれば、何故にこういうように決まったという説明も受けなければいけないという立

場だろうと思うんですけれど、そういうことも無しに本当にこれで行くんだよということ

であれば、臨時委員の評価権を奪ってしまっているのではないですかと。これは非常にお

かしいではないですかというのは、今でも思っています。更に採点のところ１０点満点の

ところは偶数でいくところ、１０、９、８などの数字を出してきて、これについてもおか

しいと思っています。結論として、再採点をするかについては、３人の委員がしないとい

うことで、それはこの場でも決めておりますので、その流れの中でどういう条件にするか

ということになりますが、私としては、今のままですと、現在よりも高くなる訳で、そう

いったことは避けるべきだと思うのです。できれは、第２順位者のところまで値段を下げ

て、駄目であれば、第２順位者にするというように入れたいと思っておりますが、技術的

に本当に出来るかということは残っているかと思いますが、違うかたちにしても、これは
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是非入れたいなと思っています。実際にどれだけ金額が違うかと言いますと、５年間でみ

ると１千万円単位で違う訳で、サービスの差でどれだけ評価プラスできるのと考えてみて、

前の資料を振り返りながらやってみたらどう高くみても、年間だったら１００万円の差が

無い位の内容ではないですか、というように感じました。そこのところをなんとかしたい。

それをできれば案１のようなかたちで、かなり強く書きたいという希望をもっております

けど、どうしても駄目であっても、そういうかたちで減額ができるような条件にしていた

だきたいと思います。 

 

○部会長  はい。ありがとうございました。ご意見の部分については後で改めて話し合

いたいと思いますが、一番の段階で、私も思ったのですが、配点基準について、市の方か

らどういう経緯でこのようになったのかというのをご説明いただいた方が、納得の問題と

して、良いのではないかと思っております。ですので、事務局のほうで採点の基準ですか。

配点がまず２０点しかないということ、或は此処だけ計算式で求めた結果ということです

けれど、どうしてそういう計算式を使ったことを含めて差し支えない範囲内でご説明をお

願いいたします。 

 

○事務局  管理経費の低廉化の部分ですが、こちらが１５０点満点中２０点しかないと

いうことなんですけど、こういう基準に何故なったかにつきましては、コミュニティセン

ターという施設の性格ということがございまして、今まで無料で利用していただいた施設

で、今回有料化する訳ですけれど、利用者サービスの向上等で、これまでコミュニティセ

ンターの全体的に要望等があるなかで、財政状況が厳しいというのはありますが、利用者

サービスや利用者の支援という点を重視して行って、サービスの向上という点に軸足を置

いたということがございます。あと参考ということで、他の政令市のコミュニティセンタ

ーと同じような性格のものを参考にしており、割合が同じか、これ以下というところもご

ざいました。この配点基準は局によって違っておりまして、管理経費の低廉化については

割合が３割やそれ以上のところもありました。コミュニティセンターが１５０点中の２０

点ですので、約１３％位ということで、市民局のコミュニティセンターは、そういう割合

になったということです。あと点数の計算式は、従前からやっている式をそのまま使って

いると思うのですが、その中で式を用いて、結果として式でだす部分については偶数だけ

ではなくて奇数も付けるようなかたちでありまして、他の１０点を付ける部分については、

偶数で採点するとなってしまったというところでございます。式の部分は結果としてこう

なったというところでございます。 

 

○委員  市民局のコミュニティセンターの管理運営に関しては、質の高いものを選んで、

運営費用については、そこそこ、掛かってもいいということですか。 

 

○事務局  サービスの部分に重点をおいた基準になったということで、安いにはこした

ことはないのです。確かに委員が、仰るように、見比べた時にそれだけ差があるのかとい

うところはありますが。 

○委員  プレゼンを聞いていても、本当に果たして、この業者が実際にこの仕事に携わ
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った場合に、どのように内容の高さを出すのかというのはプレゼンの段階ではあまりはっ

きりしないですよね。 

 

○委員  今の前段の１５０点満点中２０点という今の説明ですと、是認している様に取

れます。それは是認される内容ではなくて、今回はたまたまこういうかたちで進んでしま

いましたという話なんではないですか。 

 

○委員  私なりにいただいた書類を全部見て来たんですが、委員会の設置とかに規定が

あったと思うのですが、具体的にその採点をどのようにするのか、１０点のところは偶数

の採点にするとか、そこまで記述されているものが私は見つけられなくて、いただいた書

類の中には無かったんじゃないのかなと思っていました。今、事務局よりお話を伺います

と、これまでの採点方法を踏襲するようなかたちで、今回も採点方法が元々あったという

理解で良いのかと思うのですが、何処にも採点の基準の考え方や採点方法等について、明

記されてないのかと、ここまで済んでしまったことなのでどうしょうがないと思うのです

が、今後、我々の様な第三者が委任されるようであれば、そこまできちんと紙に書いてあ

る物があった方がより具体的になって良いのかと思います。 

 

○委員  １５０点満点中２０点ということに関しては、第２回の部会の１０日前位に渡

された資料の中に採点の内容が載っているんです。その中に１０点満点のところは偶数で

やりますと、それで５点満点は１から５でやりますというのはあるんですが、その通りに

やるんなら、やり方としてはあります。その２０点がおかしいというのは、この前の会議

の時にもこれではおかしいではないかというのは、全員同じ意見だったんだけれど、それ

をやりますということだけは事前に配布されて、一応知っていた訳です。ところが今度、

２０点しかない内の１０点をああいうかたちでやるというのは、私なんか全く知らず、最

後に自分の点数ではなくて、違う点数を入れなさいというかたちで入れられちゃったら、

しかも、採点基準では偶数のところに、奇数の９点を入れなさいというのは、これは何ゆ

えにやるんですかというのが、説明されていないというのを申し上げているんです。しか

も、２０点の内の１０点を何であんなかたちで事前に本会議か何か分かりませんが、決め

てそれでやらなければならないのかが、理解できません。その説明がないですよと申し上

げています。先ほどの事務局からの説明ですと、今回１５０点満点中２０点しかしなかっ

たことを是認してしまうんですか。是認する訳ではないでしょ。流れの中でそのままやっ

てしまいましたということではないですかということを補足的に申し上げました。 

 

○部会長  どうでしょうか事務局。 

 

○事務局  従前の流れの中でということはあるかとは思いますが、前回の時もご意見を

出されて、皆様がお考えになっている他の施設と比較してもコミュニティセンターの経費

の部分の割合が尐ないというのは事実でございます。 

 

○部会長  そういう問題意識を市としてお持ちだということでよろしいですか。 
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○事務局  それはもちろんです。 

 

○部会長  結果的にこうなってしまったけれども、場合によってこの基準自体を改める

ような。次回は、まだどうなるかは分かりませんけれど。 

 

○委員  ２０点の内１０点をなんで決めておかなければいけなかったんですかと、もう

１点は偶数だよと言っておいて、なんで奇数にしなければいけなかったんですか。その説

明はないんですか。 

 

○委員  業者の見積額の大きさの安い高いによって最後の１０点は決めたと。業者の見

積額を事務局の方である算式に基づいて決めたと。そのように理解しております。 

 

○委員  今回はそうだと言われたけれど、なんでそうするんですかと、その理由がはっ

きりしないではないですか。決めてしまうということは尐なくとも本会議のメンバーで、

それを審査した人はそれなりに参画している訳です。ですが臨時の委員は全く知らないと

ころで、決められていて、しかも事前にこういうかたちで決めますという説明があればま

だしも、何もなしで結果として、土壇場の採点している時にこれはこの点でやってくださ

いと出てくるのは、明らかに評価権を奪われているじゃないですかと。それは非常に失礼

な話だし、この制度そのものを逆に言ったら、否定することになりませんかと言っている

んです。 

 

○委員  算出の方法については、確か僕は事前に説明を受けたような気がします。 

 

○委員  だからそれは本会議の委員だからです。そうじゃない人は受けてないんですか

ら。しかも全然内容を知らないんです。 

 

○委員  私も臨時委員なんですが、８月位に１０点だったら偶数で、５点だったら１点

刻みで付けましょうという説明はこの場で受けたと思うのですが、金額の評価の仕方です

が、金額を割り返して出していくというのは、その時に決まっていたんでしょうか。 

その後に決まったことなのでしょうか。 

 

○部会長  全体の会議で決まったことになっているんですよね。私も意見を申し上げた

いんですが、いざこういう採点になった時に、事務局からご説明を受けて、全く委員と同

じ感想を懐いて、異議を申し上げたのです。なんでと、そうしましたら全体の会議で決め

たんだと。私も出てたでしょうと言われて。あ、そうなんですかと。全体の会議でいろい

ろご説明をいただいて、もしかしたら説明があったのかもしれません。その時はスルーし

て流れてしまうような話でした。ですので、申し訳ないですけれど、会議に出た時に同じ

ように拘束力があることについては、可笑しいんじゃないかと思っておりました。ですの

で、全体で決めたことだと言われても、中々周知されている話ではありませんし、委員の
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疑問であるなんでそもそも拘束されなければいけないんだということについては、会議で

決めたからというのは形式論でしか答えていない。何故なんですかということをお伺いし

たいんです。 

 

○事務局  式によってですが、式が決まれば自動的に結果というのは機械的にでてしま

いますけれど。経費の部分で額だけの部分に着目した時に、中身については色々考え方が

あるんでしょうけれど、額については数式で出せば答えは１つしかないという中で、整数

というきりのいいところだったのではないかと思います。 

 

○委員  確かに最後の点数については、そういった計算式で出したしたものを四捨五入

の切り上げ切り下げで出た数字であるということは理解しています。 

 

○委員  私はそれを全然理解できないんですが。何故にそれを２０項目位ある内の１つ

だけを事前に決めなければいけないのですか。なんで事前の本会議で決めて来たんですか

と。それの必然性が全然分からないんです。僕は逆に意図的に市の立場として、金額が高

くなったところに対しては、ペナルティ的に抑えるとそういう、高いところは点数として

低くなるという意図のもとにやったんなら、それはそれなりに理由があるなというのは分

かるんですが、大体の金額が分かっていて、やり方も分かっていながらその差が縮まる方

向で、本来は差が開くものをわざわざ縮めて、そんなことをやったこと自体がどういう意

図ですかとお聞きしているんです。むしろ高く出されたところを有利にするような結果的

には尐なくともそうなんですから、そういうことをなんで意図的にやられたんですかと聞

いているんです。 

 

○委員  そうです。あそこのところでもっと差をつける考え方ですよね。 

 

○委員  本来なら差をつけるという意図のもとに部会で決めましたよというのであれば

分かるんですが、あんなかたちで決めた意図はなんですかと聞いているんです。差が開か

ない方法でやっているんですよ。 

 

○部会長  計算式の合理性がそもそもないということですよね。 

 

○事務局  ただ、あの式自体は、千葉市が指定管理を本格的に導入した前回の時からあ

の式は使っていますので、今回それを議論したのかというのはあるかとは思うんですけれ

ど。その時にどういう意図であの式を入れたのかというのは分かりませんが。 

 

○委員  あの式があることによって、費用のウエイトが尐なくなってしまっていますか

ら。 

 

○委員  だから逆行なんですよね。この考え方は。 
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○委員  だけど市の当局がコミュニティセンターの運営方針として、かなり高品質の管

理を求めているのであれば、それはそれで仕方ないことだと思っております。 

 

○委員  そういう意図ならばですが。だからその意図は本当ですかと。それらしいこと

を言われたから、そんなことはないでしょうと。そんなことは本当なんですかと言った訳

です。そんなちゃんとものを考えて、そういうようにしたんなら合理的な理由としてある

んですが、それはそんなことではないでしょと。私は尐なくともいろいろ聞く限りそんな

ことではなかったですから。 

 

○委員  このコミュニティセンターというのは、全員が使う訳ではない。かなりの特定

の方が使うものであって、それであれば中程度のもので、安い方がいいのかなという考え

方は常に持っています。 

 

○部会長  この基準は、見直すとか、今後の事として。 

 

○事務局  今回、提案理由書を本庁と協議していく中では、配点基準については問題意

識として持っております。 

 

○部会長  個人的な意見を申し上げると自由裁量でもいいんではないかなと思います。

これに変な点を付ける委員はいないと思うんです。なるべく安い方が良いんではないかと

いうことで、各委員に裁量を与えた方が適切な結果が出る。こういう計算式を与えられる

合理性というのは、素人では難しくて分からないとか、そういう場合には、専門家がきち

んと計算式を作って出すべきだと思うんですが、単純な計算式ですので、何の合理性があ

るのか分からない。専門的な見地からのものであるとか、そういうことではないように思

うんです。むしろ各委員に自由裁量を与えた方がいいと。或いは話がずれてしまうんです

けれど、１０点満点のところを、やっぱり偶数ではなくて、奇数でもよければ違った結果

が出てきた筈なんです。其処の合理性もない。単純に５点満点の倍のところだから、２を

かけたと、何で奇数を付けてはいけないのと、これは集計上もデメリットもないですよね。 

ここに奇数が入ると集計が出来なくなるとか、技術的に出来なくなるとかの話ではなくて、 

一般的にエクセルで足し算をすればいい話ですから。 

 

○委員  私も費用の面で１つ、元々予算というものをたてていらっしゃらないというの

を伺ったように思いますが、ある程度予算の範囲内で、範囲を決められて、例えば１年間

何千万円以内で、それで最大限のパフォーマンスで運営してくださる方を公募しますとし

た方が、費用の心配もしないで済みますし、上限はここまでしか実は千葉市はないんです

ということで明確に出されて、募集をされて、その基準の金額があって、その中で我々に

ある程度裁量があって１０点満点で点数を付けていくようにすると、上限の心配もしなく

て良くなるんです。だとすると業者の方の提案もすごく良い提案は沢山お金が貰えるんだ

という誤解も生じなくなると思うので、そういった公募の仕方も一つ採点基準だけではな

くて、あるのかなと思います。 
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○委員  多分一般的な公共事業の入札と同じようにですかね。 

 

○事務局  通常の工事とか委託とかを含めてそうですけれど、当然入札する場合には、

予定価格を決めて、工事とかであれば設計を積みあげて、予定価格が決まってその範囲内

で契約するということになっていますが、指定管理というのは、入札とはまた違って、提

案を受けてその内容で、それは金目や内容を含めての総合的な判断になろうかと思います

けれど、そういった中で決めると。これも中々難しいところはあるかと思いますが、確か

に本当に安く、経費が掛からないに越したことはないんですけれど、あんまりコストを下

げることばっかりが、前面に出てしまうのもサービスの向上というか、そこが疎かになる

というところもあるというような、そこは中々難しいところはあるとは思うのですが、前

回も予算というか予定価格のようなものを決めて、上限を設定するということは、前回の

時にもそういう話をされて、今回の配点基準もそうですけれど、認識はしております。 

   

○部会長  競争入札とは違うと仰いましたけど、素人で申し訳ないんですけれど、会計

なんかを見てる限り、積算できない部分なんてないんじゃないですかね。 

 

○事務局  仕様が決まれば当然それに必要な経費というのは出てきますが。 

 

○部会長  施設ありきの話ですから、例えば水道や高熱水費などはある程度出てくるで

はないですか。人件費にしても、無理やり何処かの公共事業で当てはめてしまえば良い訳

ですから。ということで積算できない部分の方が逆にないのではないかと。 

 

○事務局  当然実績もありますから。 

 

○委員  今回初めてやるのは１か所ですか。 

 

○部会長  新規の施設は、今回はないですよね。 

 

○委員  それでしたら過去の実績から。 

 

○事務局  実績はありますので、それを上限とかということは可とは思います。 

 

○部会長  アイデアに対して払っている訳ではないですから、繰り返しになりますが、

積算できない部分は存在しないんではないかと。ですからやはり公共事業のやり方でやっ

てできる話ではないかなと。 

 

○事務局  予算というか予定価格を決められないことはないとは思います。それは仰る

とおりだと思います。 
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○委員  あんまり上限を決めてしまって金額ありきなのかというように、捉えられても

市民に対するサービスが疎かというようなことが心配かとは思うのですが、現状をきちん

と理解していれば、サービスが良くなるんだからお金をいっぱいかけてもいいじゃないか

というような方は、多分いないと思うんですね。そこは市の財政状況を踏まえる中で、 

きちんと予算を組みたてていますということで、十分説明できるのかなと思って、是非そ

うなさると良いのかなと思います。 

 

○委員  前回の会議の時に提案書に基づいて、こういうかたちで決まったとそこまでは

いいんですよね。その後、管理経費の問題で点数の付け方が、不満があったりとか、とい

うことで、金額のところで点数の差が尐なすぎるんではないかと、もっと差があって良か

ったんではないかというところで、適正な判断ができなくなったというところだと思うん

ですが、そこを乗り越えていかないと先に進まないので。ですから提案のところはアクテ

ィオ株式会社が良かった。それに対してお金が非常に高すぎるということで、そのお金は、

委員が言われるように、お金に見合った提案内容かということで見ると、たいしてそうで

もないということになると、提案のところでは１番であっても、その後の管理費の問題で

は、逆転することもあるのでその辺りを、もう一度点数を付けるなりしていかないと、時

間ばかり掛かって先に全く進まないと思うので、その辺りでお願いしたいと思います。 

 

○部会長  そうですね、仰しゃるとおり色々ご意見がありますが、何か叩き台があって

の意見ということでしょうから、一応事務局の方から案としていただいておるんですけれ

ども、これに対して多数決でこういう案で良いのかどうかをお聞きしたいと思います。叩

き台ですので、これに対して何か修正を加えるということであれば、またご意見を出して

いただければと思いますけれど、そのご意見に対して、更に決をとるという流れになろう

かと思います。ですので、もう一度申し上げます。千葉市中央区蘇我コミュニティセンタ

ー指定管理予定候補者選定理由という書面です。これの一番問題となるのは、４の意見等

というところで、前回お出しいただいたものから多尐内容は変わっております。ご覧いた

だいているかとは思いますが、再度ご覧いただいた上で、これに対して同意できるか否か

ということです。再度ご意見がございましたら、仰ってください。意見の内容がどの様に

変わったかというのを、事務局からもう一度ご説明いただいた方が、誤解がなくて良いか

なと思いますので。 

 

○事務局  大きく変わりましたのは、前段の部分です。配点基準についてご意見がござ

いましたので、それについては基準に基づいて採点した結果が、１位から４位までの順位

の点数であると。ただし、ご意見いただいたことの中で、財政状況や有料化などがある中

で、１５０点中２０点というのは、基準が低いということがありますので、そこは加えま

した。それとあと、減額につきましても、管理運営費の見直しについても、提案の趣旨が

損なわれない範囲で、あと内容等も精査した上で、これは当然行われますし、従前もそう

いう内容を精査した上で、不要なものについては、減額しておりますので、あくまで提案

を受けているものに対してどこまで変えられるというのはありますので、提案の趣旨から

外れない範囲で、出来る限り見直しの協議を進めていきたいということで、こういうかた
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ちにしております。 

 

○部会長  私の理解で申し訳ないですけれど、今、仰しゃったことをまとめるとすると、

前段部分は、色々とご意見があったことを踏まえて、そういう問題意識について踏み込ん

で提言する内容だというように理解してよろしいでしょうか。逆に後段に関しましては、

１２月にいただいたものが、条件付きのように読める部分もあるので、それについては、

努力規定のようなかたちで、ある意味トーンダウンしているような部分もあるというよう

に理解してよろしいでしょうか。 

 

○事務局  はい。 

 

○部会長  こういうご提案がなされているのですけれど、何か事務局に対してですが、

ご質問がありましたらお願いします。 

 

○委員  実際に交渉するところが、これでどれだけ減額交渉できるのか。実際に出来上

がったアウトプットを考えたら、もう減額には応じられませんよと言ったら、はいそれま

でですと。実際には、年間で見たら１千万円と言わなくても５００万円位は下げて貰わな

いといけないだろうと思います。この内容で達成できるんですか。それが心配でね。逆に

今回やっていたことを逆さまで見たら、こんなに高い値段でこんなサービス内容のものな

ら、なんで選定したんだというかたちにならないために、今のままで、減額にならなかっ

たら、現在やっている管理費より高くなる訳です。そんなことを許容するような結論にな

ってしまうのは困る訳です。いろいろ問題になっても採点基準はこれで取りあえずやって

くれというので、やった結果がこうなって、１位になったらなったで、だけどやっぱり減

額して貰わないと困る。減額して貰わなければ困るのに、この内容でやれるんですかとい

うのが正直な疑問です。これで頑張ってやれるというのであれば、１つの逃げとして、こ

の程度で収めておくのもあるけど、もう尐し強く書いとかないと、これが確実に条件なん

だよというのを書いとかないと、そんなことができるんですかという部分が疑問に感じま

す。やっぱり条件として駄目だったら最悪は次のところにいくよ位になっていなくて、そ

んなに減額交渉ができますか。 

 

○委員  この選定理由の中の意見というのが、どの程度拘束力を持つのかというのが、

私が分からないのですが、私の感じ方を申し上げますと、そんなに拘束力はないのかなと

思うんです。私たちに与えられている範囲のものは点数を付けることになっていますので、

それで第１、第２、第３順位が出ているんです。それで募集要項というのが業者さんに渡

っているかと思うのですが、募集要項を見ると管理経費については、詳細は協定にて定め

ますというように書いてありますので、協定書の案というのがありまして、この協定書を

作り込んで行く中で、ある程度の交渉というのはできるのかなと思うんです。ただその金

額をいくらまでという具体的な、例えば第２順位のＡ社さんの金額までというようになっ

てくると、それは公募する段階で、何も触れられていないので、逆に業者の側からすると

突然湧いてきた話ではないのかなと思うのです。なので、ここの意見というところが、ど



 ―１２― 

の位拘束力があるのかということと、金額についてそこまで具体的に、この中で条件とし

て触れられるのかというのが、私は疑問に思っているところです。 

 

○部会長  この選定理由に関しては、交渉の際に相手方業者に対し開示するんでしょう

か。 

 

○事務局  理由はオープンになります。 

 

○部会長  委員の思いとして、交渉に当っては後押ししたいという立場だと思うんです

が、こういう文書が出て、まともな企業がこういうものを見れば非常に高いんだなという

のをご理解いただいて、再度考慮してくれる余地が出てくるのかなと思うのですが、全く

逆に出てこないとなると何も意味がなくなってしまう。 

 

○事務局  選定結果については、ホームページにも載せますし、広く知らしめることに

はなります。 

 

○部会長  この配点基準が低いというのを広く知らしめることになるんですね。 

 

○事務局  そうです。 

 

○委員  市の配点基準として、内容に重点を置いて高くして、料金はそんなにこだわら

ないという方針が出てる以上、それに従ってこういう選択が行われたんで、これはこれと

して認めてしかるべきだと思います。 

 

○委員  基本的に誤りだと思うんです。市の選定基準として高くてもサービスが良けれ

ば選ぶという発想はないですよ。今のこの採点基準を含めて、こういうやり方をしたこと

は、コミュニティセンターだけのようだから、高くてもサービスが良ければいいんだとい

う発想は全くありませんから。そこは訂正しといてください。それから２番目は委員が仰

しゃった話で、条件を付けるのは当然なんです。皆そうではないと思っていながら、ここ

で計算したらこういう結果になりました。なったけれども条件としては、こういう条件が

付いているんですよというところまでは、選定委員会の中で当然決められて問題がある話

ではありません。ですから、値段が下がらないでしたら、２位と逆転しますよと書く。そ

れは全然問題ありません。要はこういうステップで選定した中の条件として付いてくるこ

とであれば、明確に条件として付ければいい話です。 

 

○部会長  逆に２位を繰り上げる際に、２位を選んだ理由というのが必要になってくる

と思うんです。これはもう消極的に行くしかないですよね。１位が駄目だから２位へと。

そうすると２番目の業者を選んだ理由を示していないことになってしまうんです。 

 

○委員  付ければいいんです。 
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○委員  そうすると金額が安かったからだけになりますよね。 

 

○委員  そんなことはないです。サービス内容でも差がなくて、サービス内容の金額が、

サービス内容の差としての金額がいくらあるんですかと言ったら、どう試算しても、１０

０万円もいかないです。いかないような結果のものを選んだとなったら、逆に可笑しいで

はないですか。だからそれはそこのレベルまで下げてくださいというのは、立派な理由で

はないですか。 

 

○委員  我々にとっては、意見を交換した段階で、やはりサービス内容に差があるから

こそ、高いアクティオ株式会社が取ったんであって、内容に差がある以上料金の差はしょ

うがないと思います。そういうように理解できないですか。 

 

○委員  それはそういうように理解はできないんではないですか。そういうことをいっ

たら料金が、今の倍位であってもそうするんですか。 

 

○委員  そんなことはしません。 

 

○委員  しないでしょ。では、しない根拠はなんですかと。今の金額なら良くて、もっ

と差があったら駄目だというその根拠はなんですか。 

 

○委員  審査基準で、総合点の差が出たんですから、それはそれでしょうがないと思う

んです。 

 

○委員  先ほどから言うように、その差が、いったいいくら位と思われているんですか

ということなんです。その差が極端だったら可笑しいと言われるでしょう。でしたらその

差がいくらくらいだったら可笑しくないんですか。 

 

○委員  採点の時にそういう点数で示したんであって、だから事実として受け止めなけ

ればいけないと思います。 

 

○委員  だけどそれが条件付きでなんですよ。ちょっと誤解されると困るんだけれど、

前回の結論は、こういう計算をして、こういう順位で計算上なりましたよと、だけど条件

を付けますというのが前回の結論ですよ。その条件で、委員が言われたように、努力目標

的なことだけに限るのか、私の言ったように２位と逆転するんですよというところまでの

差があった中の条件のどれを書くかが、今日の議論で、それを決めることであるはずです。

だけど条件を付けることまでは決めた訳でしょう。 

 

○部会長  そこは誤解があるかもしれません。意見を付けることは、確かにお話したこ

とはあると思うんですけれど、条件付きでということではないと思うんです。事務局この
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件は確認できますか。 

 

○事務局  条件というよりは意見ということだと思います。委員が仰っているようなこ

とも付帯意見としてあるかと思いますし、柔らかい意見というのもあるかとは思いますの

で、前回と変わった点も協議していく中で、指定管理の制度からいったときに、どこまで

強く言えるかということで、今の事務局の提案というかたちにはなっております。実際議

論してる中でも、そもそも意見自体そういう意見を付けるのは可笑しいのではないかとい

うような意見もありましたし、やはり金額が高いというのは我々も当然認識しておるとこ

ろですから、管理経費の見直しというのは当然して、どの程度というのはありますが、た

だ具体的に５００万とか、そういう数値目標を示すというのは、難しいとことは協議をし

ていった中にはありますので、ただ市の財政状況を考慮して、中身を精査してできるかぎ

り交渉するつもりではおります。それは間違えなく、できるだけやっていくつもりではお

ります。 

 

○委員  減額して貰う場合に、あの金額だからあの提案が出されたということになると、

その後の状態を考えた時に、どうなんでしょうか。 

 

○事務局  提案の趣旨が損なわれない程度にというのが、ひとつあるかと思いますので、

サービスが低下しない範囲で、安かろう悪かろうということではなくて、この後も選定評

価委員会ということで、実際に管理運営についての評価というのもお願いしていくことに

なると思いますので。 

 

○部会長  ご心配の点については、検証する場があるということですね。 

 

○事務局  はい。 

 

○委員  恐らく大幅に管理運営費を減額しようとする場合にある程度、提案書そのまま

という訳にはいかないんじゃないかなと、現実として思うので。そうだとすると、余計に

金額としていくらまで下げて欲しいというのは、逆に提示しずらいのかなと思います。 

私が「努められたい」と言った張本人で、条件ではなくてできるだけこういうようにして

欲しいというのが、私の意見で入れていただいているんですけれど、そもそも私たちに責

任はないにしても、もともと２０点しか配点しませんよということを公表している訳です。

募集の段階で。１５０点の中の２０点というのは、金額に対して配点が低いということな

んです。そのことは皆、事実として受け止めているので、逆にそこの配点が高ければ金額

勝負にくる筈なんです。業者としては。金額でおもいっきり値下げをしてくるというよう

な手法にでると思うんですけれど、そこで配点が低いというのが周知されている中で、後

になって第２順位のところまで下げてくださいとか、５千万円下げてくださいとか、大き

な金額で減額するというのは現実的ではないのかなというように私は思っています。ただ、

市の方も我々もあの金額よりもっと安くなればより良いのではないかなという気持ちは皆

一緒だと思うので、最大限アクティオ株式会社も応じられる範囲で、協定書を作るに当っ
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て、減額していただくなり、あるいは、協定書の中には、毎年管理運営費を決めるという

ようになっているんです。なので、今回５年間で、全体で数千万円とか数百万円下がりま

したというのが１つありまして、それから１年やった段階で、検証して、その翌年度の管

理運営費が決まってくるような流れだと思うんです。これを見る限り。そうするとその中

で、あんなに良い提案していたけど、あなた達あんまりやっていないよねということにな

れば、もっと管理運営費を減らすなり、もうちょっとちゃんと提案書どおり充実したもの

にしてくださいというなり、そういったことも今後できてくるかなと思うんで、全体とし

て段々に、今回の１回の交渉で大きく減らすということもあるかとは思いますが、段々に

縮減していく可能性も、これをみる限りあるかと思うので、モニタリングの方でもしっか

りやっていくのが、今は現実的な方策ではないかというように私は思います。 

 

○事務局  確かに５年間の経費を固定するものではありませんので、基本協定は５年間

で、額については毎年、年度協定を結び直すなかで金額が決まってきますので、その際に

評価委員会でそういうことも含めて、どのようなかたちになるのかということは分かりま

せんけれど、まだどこにも謳われていないとは思うのですが、そういう意見もあるという

こともいっていきたいとは思いますので、いずれにしても大幅にやるつもりではおります

ので。 

 

○委員  委員が仰られたように、今のままできっちりこういうかたちで条件を付けない

限り減額は難しいと思うんです。おまけに年度ごとに見直すと言っても、あれは余裕が生

じたりした時の見直しなんで、あそこの計算を見てみたら分かるんですが、まさにそこの

会社の管理費が高いのを上乗せして乗っけてきている訳です。あんな計算をしたら非常に

余るから見直しますなんて計算にはならないですよ。だからあそこを相手にしてやる以上、

やるとしたらきっちり条件を付けなければ減額も難しいだろうし、毎年見直しするってい

っても、毎年自分達の管理費をいくらにしますかといったら、他と比べたら圧倒的に高い

金額が入っているんです。そういうところを相手にしてやろうと思ったら、余れば見直し

するところを、余らないように上げてくるに決まっています。そうなれば、そういうこと

は難しいから、皆の目的としては一緒で、もっと下げないと問題ですねという共通認識を

持っている訳でしょう。それを具体的にする手段としては、きっちりした条件を付けない

限り難しいのではないですかと。だからしっかりした条件を付けましょうよと言っている

んです。 

 

○部会長  事務局で実績みたいなものはありますか。５年間の現指定管理者との折衝の

結果は、なければ結構ですが。 

 

○事務局  内容については協議しますが、減額を手段としては、ないです。 

 

○部会長  これからはどうされます。 

 

○事務局  中身を精査するというのは必要だとは思いますので、それは実際の管理運営
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面の評価と併せてそういった経費的部分も、コミュニティセンターとして、どういうよう

に考えるかは、あるかとは思いますが、今まで疎かになりがちなところだったと思うんで

すけれど、先ほどの配点基準の見直しではないんですけど、そういうこともやっていきた

いとは思っております。 

 

○部会長  今後、指定管理者の評価というのは、年にどれ位あるんでしょうか。 

 

○事務局  今のところ市民局からは指示は出ておりません。 

 

○部会長  議事の進行としましては、取りあえず事務局からご提案いただいたものにつ

いて、決をとるということで、もし異論が多ければ、また内容の変更に関してご意見をい

ただこうと思います。 

ですので、伺いますけれど、この事務局の選定理由案に賛成する方は挙手をお願いしま

す。 

（委員３名が挙手） 

はい。３対２ということで、多数決ですので、選定理由を事務局案で決定したいと思い

ます。 

 

○委員  今後なんですけれど、議会に議題として出されて、第１順位がここなので、こ

れから交渉しますということになりますよね。それで協定書をつくるに当って、協議を進

めていって、例えば駄目になったとしますよね。そうしたら第２順位に行くじゃないです

か。第２順位になったらまた議会にかけるんですか。 

 

○事務局  指定する議案については議会の承認を得ますので、アクティオ株式会社と交

渉が不調になれば第２順位と交渉をすることになりますが、そこでその議案を議会に諮る

ことになります。 

 

○委員  そうすると第２順位との差とかは議案に出されないということは、そこで反対

になるという可能性は凄く低いというところですか。この委員会の結果が尊重されるとい

うことになるんですかね。 

 

○事務局  基本的には、委員会の結果が尊重されることにはなると思います。ただ、議

会は議会としてありますから、また色々な考え方があると思いますので、別の視点で議案

に対する反対ということもない訳ではないです。 

 

○委員  可能性としては、現行の業者よりも金額が上がっているということを誰かが指

摘すれば、そこで何らかの回答をしなければいけないということになるんですかね。 

 

○事務局  もちろんそういうことになると思います。そういったことも含めて交渉の方

も協議を進めていきたいと思っております。決してこれで、指定管理者として決まった訳
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ではありませんので、あくまで議会が合意したうえで、議会がそれを認めないと、指定管

理者としては指定されませんので。 

 

○委員  例えばですけれど、選定理由のＡ社、Ｂ社が直接議会にかけるということはな

いですか。 

 

○事務局  今まではありませんでした。それが金額だけの評価ということであれば、そ

れに対するのはあるでしょうけれど、内容も含めた時にどう判断されるかというのはある

と思うんです。ただ可能性としてはない訳ではありません。 

 

○部会長  今後、何か問題が生じた場合、例えば議会で否決された場合とかは、この選

定評価委員会を再度開く予定はありますか。 

 

○事務局  通常であればないと思います。１位が駄目だった時は２位で行こうと、最終

的には市が決める話ですので、あくまで答申を尊重したうえで、それに基づいてこういう

結果で進めていきます。意思決定は市が決めることですので、そういう中で再度やるかと

いうところは、スケジュールとかを考えますと難しいと思いますので、第１位順が不調だ

った時にもう１回開くかどうかというところは可能性としては低いと思います。全くない

とはいえないかもしれません。そういう状況には今までなったことがありませんので、そ

の前に順位が変わるような、例えば１位のところが失格で順位が繰り上がるというような

のはありますけれど、そういう不調になるとか、議会で駄目だとかはありませんでしたの

で。 

 

○部会長  伺ったのは、異常事態であるからこそ当部会に諮った方がそれなりに柔軟な

結論がでるんではないかということです。 

 

○事務局  当然、最低でもご報告とは思いますが、はっきり言って、この場で開くとも

開かないとも言えない状況です。可能性としては、ないわけではないと思いますけど、あ

とはスケジュール等々の兼ね合いになってくると思います。 

 

○部会長  今後の予定を教えてください。 

 

○事務局  この選定結果を通知いたしまして、この後、仮協定を結びまして、議会は２

月で、選挙がございますので例年より早いですので、協定もその前に、議案としても１月

の下旪くらいまでには通常であれば出す予定ですが、今回コミュニティセンターの場合は、

ずれ込んでいますので、その辺がどの程度かというのは、本庁や議会対応の方とも協議し

ているところです。ただ、いずれにしても議会が開かれる時には議案として出しますので、

それよりも前には決めないといけませんので、１月の下旪くらいまでには決めないといけ

ないと思っています。その後、議会に諮りまして３月の上旪か中旪くらいにかけて、議決

をされ、それで認められれば本協定を締結するというかたちになります。 
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○部会長  中身の話ですが、業者が代わる予定ですので引き継ぎをしないといけないで

すね。これも１月末くらいからですか。 

 

○事務局  そうですね。決まり次第の予定です。それと新たに２か月前から受け付けま

すから、２月から４月以降の受け付けというのもやっていきますので、それも今、変わる

ところについても今の業者にどの様に引き継げるのかという説明会の方も開かれておりま

すので。 

 

○部会長  それでは議事の方に戻しますけれど、繰り返しになりますが賛成多数により

事務局案で決定したいと思います。本理由書により選定評価委員長にこの選定理由を提出

するとともに、第１順位の団体をはじめ他の申請者に結果を通知することになろうかと思

います。 

 

○事務局  部会長はじ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なる審議を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団体と関

係手続きを進めて参ります。 

本日はお忙しいところ長時間に渡る審議にお礼を申し上げます。本部会を閉会いたしま

す。ありがとうございました。 

 


