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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 1回若葉区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２２年８月４日（水） 午前１０時～午前１１時３０分 

２ 場所：若葉区都賀コミュニティセンター１階 サークル室 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山清亮委員（部会長）、小川真実委員（副部会長）、 

井上達也委員、田部井正次郎委員、安達満夫委員 

（２）事務局 

岩成一弘区長、秋元俊夫課長、井澤豊課長補佐、北條修係長、山本豊副主査 

 

４ 議題： 

（１）第 1回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

 （２）部会長及び副部会長の選出について 

（３）募集条件、審査配点等に関する事項について 

 （４）今後の審議予定について 

 

５ 議事の概要：  

（１） 第 1 回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項について 

第 1 回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項の報告を行った。 

（２） 部会長及び副部会長の選出について 

横山委員を部会長に、小川委員を副部会長に選出した。 

（３） 募集条件、審査配点等に関する事項について 

募集条件、審査配点等に関する事項について協議を行った。 

 

６ 会議経過： 

○司会  どうも、おはようございます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、まことにありがとうござ

います。 

 定刻前ではございますが、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１回若葉区役所部会を開会いたします。 

 申しおくれましたが、私、本日の司会を務めさせていただきます、若葉区地域振興課課長

補佐の井澤と申します。よろしくお願いいたします。 

 会議に入る前に、ご三名の委員の皆様方に、委嘱状が交付されております。大変ご無礼と

は存じますが、委嘱状の交付につきましては、お時間の都合上、割愛させていただきます。

既にご自席のほうに配布させていただいておりますこと、何とぞご了承、ご理解のほどお願

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。 

 傍聴人の方が、これから来られるかどうかわかりませんが、傍聴人要領に記載されている

事項を守って、傍聴してもらうようお願いすることになっております。 

 また、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、あわせてご了

承をお願いいたします。 

 なお、九都県市首脳会議におきまして「地球温暖化防止キャンペーン」の一環として、
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「夏のライフスタイルの実践」を実施しております。職員は、恐縮ですが、軽装とさせてい

ただいておりますこと、ご理解をお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、若葉区長の岩成よりごあいさつ申し上げます。 

○若葉区長 おはようございます。 

 若葉区長の岩成です。 

 本日は、委員の皆様方には、大変お忙しい中、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の

若葉区役所の部会にご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 また、このたびは、当評価委員会の若葉区役所部会の委員をお引き受けいただきまして、

お礼を申し上げさせていただきます。 

 さて、本市におきましては、市が管理する公共施設に関しまして、本年３月に「指定管理

者の選定等に関する条例」を定めまして、今後、一層の指定管理者選定過程の透明性を図る

こととしております。 

 これを受けまして、去る７月１６日に、本庁の市民局におきまして最初の指定管理者選定

評価委員会が開催をされ、この会議におきまして、各区の部会の設置、今後の進め方、役割

等が決定をされたところでございます。 

 この若葉区部会におきましては、選定評価委員会で決定されたことを受けまして、この場

所、都賀コミュニティセンターに係る指定管理者選定の一連の手続につきまして、皆様方に

ご審議をお願いするものでございます。 

 なお、この都賀コミュニティセンターにつきましては、平成１８年度に指定管理者制度を

導入しまして、来年３月をもちまして、５年間の指定管理期間が満了を迎えるため、今年度

中に次の指定管理者を選定するものでございます。 

 委員の皆様方には、この都賀コミュニティセンターのこれからの管理運営が、これまで以

上に効果的に行えるよう、適切な指定管理者を選定していただけるようお願いを申し上げま

して、あいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

○司会  続きまして、委員紹介に入らせていただきます。 

 本日は、指定管理者選定評価委員会を設置し、第１回目の若葉区役所部会でございますの

で、ご就任いただきました委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 お手元にございます資料１に沿いまして、名簿順にご紹介させていただきます。 

 最初に、常任委員からご紹介いたします。 

 弁護士でいらっしゃいます、横山清亮委員でございます。 

○委員  横山です。よろしくお願いします。 

○司会  次に、千葉大学法経学部准教授でいらっしゃいます、小川真実委員でございます。 

○委員  小川でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○司会  次に、臨時委員のご紹介をいたします。 

 公認会計士でいらっしゃいます、井上達也委員でございます。 

○委員  井上です。よろしくお願いします。 

○司会  次に、若松中学校区町内自治会連絡協議会会長でいらっしゃいます、安達満夫委

員でございます。 

○委員 安達です。 

○司会  次に、若葉区選挙管理委員会委員長でいらっしゃいます、田部井正次郎委員でご

ざいます。 

○委員  田部井でございます。よろしくお願いします。 

○司会  以上、５名の皆様でございます。 
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 続きまして、事務局職員をご紹介させていただきます。 

 若葉区長の岩成でございます。 

○若葉区長  岩成です。よろしくお願いします。 

○司会  若葉区地域振興課課長、秋元でございます。 

○若葉区地域振興課長 秋元でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会  若葉区地域振興課振興係長の北條でございます。 

○振興係長  北條でございます。よろしくお願いします。 

○司会  若葉区地域振興課振興係副主査、山本でございます。 

○振興係副主査 山本です。よろしくお願いいたします。 

○司会  また、本日、他区の事務局職員も同席させていただいております。ご紹介のほう

は割愛させていただきます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

 お手元に配布させていただいております、本会議の次第、席次表、それから、資料１でご

ざいますが、Ａ４判１枚が資料１。 

 資料２、指定管理予定候補者選定の流れという、Ａ４判で１枚。 

 資料３－１といたしまして、会議の公開及び議事録の作成等について、Ａ４判で１枚でご

ざいます。 

 資料３－２、部会の設置について、これもＡ４判で１枚でございます。 

 資料３－３、臨時委員の任期について、この資料、Ａ４判で１枚でございます。 

 続きまして、資料４－１、千葉市若葉区都賀コミュニティセンター指定管理者募集要項

（案）というもの、これがホッチキスでとまっていると思います。その次に、様式集として、

千葉市若葉区都賀コミュニティセンター指定管理者指定申請書類という、やはりホッチキス

でとまっているものがあると思います。そして、提案書様式第１号ということで、また、こ

れもホッチキスでとまっていると思います。これが３点セットで資料４－１ということで、

お願いしたいと思います。 

 続きまして、資料４－２でございますが、千葉市若葉区都賀コミュニティセンター管理運

営の基準（案）がホッチキスでとまっていると思います。 

 続いて、千葉市若葉区都賀コミュニティセンターの管理に関する基本協定書（案）という

ものがあると思います。これで４－２が資料のセットということで、お願いいたします。 

 続きまして、資料４－３、千葉市若葉区都賀コミュニティセンター第２次審査の選定基準

等（案）というものが、Ａ３判の折ってございます２枚、それと、Ａ４判の１枚、採点表と

いうことがセットになっていると思います。よろしいでしょうか。 

 続きまして、資料４－４、千葉市若葉区都賀コミュニティセンター指定管理者評価シート、

これがホッチキスでとまっていると思います。これが資料４－４でございます。 

 続きまして、資料４－５、千葉市若葉区都賀コミュニティセンター指定管理者運営状況確

認表という、これもホッチキスでとまっていると思います。 

 続きまして、資料５、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ということ

で、Ａ４判で２枚になっておりますが、お手元のほうにございますでしょうか。 

 以上、お配りしておりますが、もし足りないようでございましたら、お知らせください。 

 なお、募集要項等につきましては、非公開になっておりますので、傍聴人の方には配布は

してございません。 

 本日の出席委員は、５名中５名、全員が出席でございますので、「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。 
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 それでは、議事に入らせていただきます。 

 なお、部会長が決定するまでの間、岩成若葉区長が、仮議長を務めさせていただきたいと

存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○司会  ありがとうございます。 

 それでは、岩成若葉区長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長  それでは、若葉区長の岩成でございます。 

 ただいまご承認をいただきましたので、仮議長として、会議の進行を務めさせていただき

ます。 

 まず、議題に入る前に、本会に係る概要と指定管理予定候補者選定の流れについて、事務

局から説明をお願いいたします。 

○事務局  地域振興課長の秋元でございます。 

 大変失礼ながら、座ったまま説明をさせていただきます。 

 まず、本会に係る概要でございますが、指定管理者制度についてですが、平成１５年の地

方自治法改正により、公の施設の管理に関し、従来、委託先が公共団体等に限定されていた

施設の管理について、民間事業者などを含めた幅広い団体にゆだねることを可能としたもの

で、多様化する住民ニーズにより、効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、市民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的

としております。 

 本市では、平成１７年度のアイススケート場を皮切りに、平成１８年度から既存の公の施

設について、一斉に５年間の指定期間で指定管理者制度を導入し、その後、新たに設置され

た施設につきましても、随時、導入しております。 

 また、本年３月に、「指定管理者の選定に関する条例」を定め、その中で、本委員会も位

置づけられたところでございます。 

 平成１８年度に導入した施設につきましては、来年、平成２３年３月末で期間が満了とな

り、今年度に募集等を行うこととなりますが、市民局の公の施設では、２０施設について、

次期指定管理予定候補者の選定が必要となりますので、委員の皆様にお願いするものでござ

います。 

 なお、市民局は対象となる施設の数が多く、各区役所が管理するコミュニティセンター等

もございますことから、部会を設けて各部会に分かれて審議をしていただくことが第１回選

定評価委員会で決定しております。 

 続きまして、指定管理予定候補者選定の流れについて、ご説明いたします。 

 「資料２」の「指定管理予定候補者選定の流れ」をごらんください。 

 まず、表の一番上ですが、７月１６日に開催されました「第１回指定管理者選定評価委員

会」におきまして、「会長・副会長」「部会の設置」「臨時委員の任期」等を決定いたした

ところでございます。 

 次に、表の上から２番目の本日の若葉区役所部会でございますが、募集要項、管理運営の

基準等の案に対しご意見をいただきました後、施設見学をしていただく予定でございます。 

 今後の予定でございますが、９月２７日に指定管理予定候補者の募集を開始いたします。 

 次に、１１月１日から５日にかけて指定申請書の受け付けを行い、第１次審査の結果を１

１月１２日に通知する予定でございます。 

 次に、第２回若葉区役所部会を１１月２２日に行い、提案書の説明、ヒアリング、採点等
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を行い、第１指定管理予定候補者を選定していただく予定でございます。 

 委員の皆様の今年度の会議は、以上となります。 

 その後、翌年１月上旪に、第１指定管理候補予定者と仮協定を締結し、引き継ぎ等を開始

し、２月の第１回千葉市議会定例会に指定議案を上程をお諮りし、議決をいただいた後、基

本協定を締結いたします。 

 以上でございます。 

○仮議長  指定管理予定候補者選定の流れにつきましては、ただいまの説明のとおりでご

ざいます。 

 それでは、議題に入らせていただきたいと思います。 

 議題１の「第１回千葉市市民局指定管理者選定評価委員会における決定事項」について、

事務局から報告をお願いいたします。 

○事務局  議題１の選定評価委員会における決定事項についてでございますが、７月１６

日に開催されました第１回市民局指定管理者選定評価委員会において、資料３－１から３－

３の内容が決定されましたので、ご報告いたします。 

 それでは、「資料３－１」の「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公開及び

議事録の作成について」をごらんください。 

 初めに、「１の会議の公開の取り扱い」についてですが、指定管理者選定評価委員会の会

議につきましては、公開を基本といたしますが、募集条件、審査基準及び指定管理予定候補

者の選定に関する事項を審議する会議は、非公開とするものでございます。 

 また、会議の全部または一部を非公開とする必要がある場合における当該会議の全部また

は一部を非公開とする旨の決定は、会長が行うものでございます。 

 次に、「２の議事録の確定」についてでございますが、議事録は、事務局が作成した議事

録の案に対する会長の承認により決定するものとすること。 

 また、その承認は、会長の署名により行うものとすること。 

 この規定は、部会を設置した場合における部会の会議について準用するものであること。 

 また、この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」とすること。と

するものでございます。 

 続きまして、「資料３－２ 部会の設置について」をごらんください。 

 多くの選定を５人で行うことは非常に困難であることから、部会を設け選定していくこと

とし、若葉区役所部会については、委員会の所掌事務のうち、若葉区役所の各課が所管する

施設に係るものに関する事項の審議に関するもの、また、部会の議決をもって委員会の議決

とするものでございます。 

 続きまして、「資料３－３ 臨時委員の任期について」をごらんください。 

 臨時委員を置く場合の任期を２年とし、ただし、委員の任期を超えることができない旨を

定めたものでございます。 

 臨時委員の任期につきましては、具体的には、任期の始期については、各部会の第１回の

開催日からとし、終期につきましては、常任委員の皆様の任期の満了日と同一の平成２４年

７月１５日とするものでございます。 

 以上でございます。 

○仮議長  ただいまの事務局からの説明につきまして、何かご質問等はございますでしょ

うか。 

 よろしいですか。 

 

（質問なし） 
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○仮議長  それでは、次の議題２の「部会長及び副部会長の選出」を行いたいと思います。 

 部会長の役割といたしましては、この若葉部会の議長を務めていただくほか、部会の招集、

議事録の承認、部会での議決事項を本庁で行います選定評価委員会の会長へ報告することな

ど、この部会の事務を掌理していただきます。 

 副部会長は、部会長を補佐して、部会長に事故があるときに、その職務を代理していただ

く役割でございます。 

 よろしくお願いします。 

 まず、部会長の選出を行いたいと思いますが、「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１１条第４項」に基づき、委員の方々の互選により選出をしたいと思いま

す。どなたか立候補、あるいは推薦される方はいらっしゃいますか。 

○委員  私は、各委員の先生から言われたんですけど、常任の委員がいるのであれば、常

任の委員の先生方から出してくれと。年長者を立てるという形で大体決まってまいりました。 

 そうなると、恐縮ではございますが、先生に部会長をお願いして、私が副部会長と、その

形で回ってもらって、これを、このやり方がおかしいというのであれば、ほかの委員の先生

方にお願いしたいなという思いです。 

○仮議長  ただいま、委員さんから、常任委員の方から部会長を選出して、なおかつ、年

長者という話がありましたけども、ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○委員  年長者ではないですが、結論的に、常任委員から部会長を出すことについては、

それは反対するものではないのですが、私は余り勝手がわからないので、そこでちょっと心

配であるということが一つあります。それで問題がなければ。 

○仮議長  やはり常任委員の方から選んでいただいたほうが、本庁のほうの選定評価委員

会も兼ねていまして、そういったことで、非常によいと思いますので、それでは、横山委員、

ちょっと申しわけないですけども、ひとつよろしくお願いをいたします。 

 それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会若葉区役所部会の部会長は、横山委員

に決定をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 次に、副部会長の選出を行いたいと思いますが、こちらも互選により選出することになっ

ております。どなたか、立候補または推薦される方はいらっしゃいますか。 

 小川委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長  それでは、千葉市市民局指定管理者選定評価委員会若葉区役所部会、副部会長

に小川委員を決定させていただきます。 

 ご協力により円滑にきまりました。ご協力ありがとうございました。 

 それでは、ここで、部会長さんと副部会長さんから、一言ごあいさつをいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 初めに、部会長さんから、よろしくお願いします。 

○部会長  正直申し上げて、本当、部会長になるのは初めてでございます。勝手がわから

ないので、皆さんにご迷惑をおかけするかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いし

ます。 

○仮議長  続きまして、副部会長さん。 

○委員  若葉区役所部会の副部会長を務めさせていただく小川です。 

 美浜区に続き、緑区も引き受け、最後が若葉区になりました。経験は、多分そんなに豊富
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ではないと思うので、皆様、どうぞよろしくご指導のほど、お願いします。 

○仮議長  ありがとうございました。 

 それでは、私が仮議長を務めさせていただきましたが、部会長、副部会長が、このたび、

選出されましたので、ここで議長を部会長と交代したいと思います。よろしくお願いをいた

します。 

○議長  それでは、次第に従って、議事進行していきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 議題としては、３番「募集条件、審査配点等」に関する事項について、進めたいと思いま

す。これに関しては非公開の案件だということですけれども。 

○事務局  先ほどご説明させていただきました資料３－１のとおり、募集条件、審査基準

に関する事項の審議に当たり、非公開に該当いたします。 

○議長  では、議題３に関しましては、非公開といたします。 

 傍聴人の方はいらっしゃらないですね。 

○事務局  きょうは見えておりません。 

○議長  それでは、非公開といたしします。 

 中身に関しましては、事務局からご説明をお願いします。 

○事務局  若葉区地域振興課振興係長の北條です。よろしくお願いします。 

 失礼ながら、座ったまま説明させていただきます。 

 では、資料４－１の「募集要項」について、ご説明申し上げます。 

 この要項では、募集の趣旨や指定管理業務の内容、応募手続、審査選定など、募集の骨格

が定めてあります。 

 そのうち、主な点について、ご説明申し上げます。 

 まず、２ページをごらんください。 

 １に指定管理者募集の趣旨を定めています。具体的には、指定管理者制度導入に係る経緯

等が記されています。 

 次に、３ページをごらんください。 

 ３の公募の概要ですが、管理対象施設、指定期間、業務の内容、選定の手順について定め

たもので、ごらんのとおりでございます。 

 次に、４ページをごらんください。 

 ４の管理対象施設の概要ですが、「地域コミュニティにおける活動と連帯感の醸成の場」

であるコミュニティセンターの設置目的及び施設の概要等を定めております。 

 次に、５ページをごらんください。 

 ５として指定管理者が行う業務の範囲を定めたもので、各施設の貸出等の施設管理業務や、

保安管理、清掃、警備などの維持管理業務、事業計画書、事業報告書、事業評価などの経営

管理業務、また、設置目的や住民ニーズを反映した主催事業をはじめとした、自主事業につ

いて定めております。 

 また、続く６の市の施策等との関係ですが、市にかわって、公の施設を管理する者として、

市の施策を理解し、市と同様に実施することが必要なことから、市の施策に対する協力、市

内産業の振興、市内雇用等への配慮、男女共同参画社会の推進や環境への配慮、災害時対応

などについて定めております。 

 次に、７ページをごらんください。 

 ７の指定管理者の公募手続ですが、説明会の実施から協定書の締結までの手続等について

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

過去の利用実績や清掃や警備に係る具体的な基準内容等の説明や参考資料の配布を行うこと
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から、応募者において必ず出席することなどを定めたものです。 

 次に、応募に関する事項については、省略させていただきまして、飛びまして、１３ペー

ジの９ 経理に関する事項をごらんください。 

 指定管理者の収入として見込まれるものや管理経費等について定めたもので、このうち、

今回導入したものとして、次ページ、１４ページの(４)利益等の還元がございます。指定管

理者は、利用料金収入、指定管理委託料及び自主事業による収入が管理経費を大きく上回り、

大幅な利益が見込まれる場合に、その利益の一部を市に還元することを定めたもので、大幅

な利益の額の還元方策等は、応募者に提案していただきます。 

 なお、大幅な利益の算定方法及び還元方策等の基本的な考え方は、基本協定で、その具体

的な算定方法、算定時期、還元方策、還元時期等は、年度協定にてその詳細を定めることと

しております。 

 次に、１４ページの１０ 審査選定ですが、第２次審査の審査項目等がございます。 

 最後に、別資料でご説明いたしますが、全庁的に、標準的なひな形に施設の特性を加えた

ものでございます。 

 次に、提案書の書式一式を添付してございます。こちらも、全庁的なひな形をもとに、各

課その所管する施設の特性に応じて編集等をしたもので、各課とも基本的には違いはござい

ません。 

 「募集要項」につきましては、以上となります。 

 続きまして、資料４－２「管理運営の基準」について、ご説明申し上げます。 

 この管理運営の基準は、管理業務を指定管理者に任せる上で、市の公の施設として管理運

営するための最低限の基準を定めたものとなります。 

 ２ページをごらんください。 

 １の「コミュニティ事業に関する管理運営の基準」については、「地域コミュニティにお

ける活動と連帯感の醸成の場」であるコミュニティセンターにおける運営のあり方等につい

て示したもので、「コミュニティ活動の場と機会の提供」や「情報、相談、交流事業の実

施」などについて、定めたものでございます。 

 次に、２の「施設の運営に関する業務の基準」でございますが、今回より、より多くの

方々に利用していただくために、基本要件として、「利用者サービスの向上や利用率の向上

及び施設の有効活用に努める」ことについて明示するとともに、利用時間や職員の配置、使

用許可、施設の使用受付、避難所の対応などを定めたものでございます。 

 また、５ページの（６）「コミュニティセンター運営懇談会の運営補助」でございますが、

コミュニティセンターの運営のあり方等について、利用者や地域の代表の方から意見をいた

だくために設置することとしたものでございます。 

 次に、５ページの３の「施設の維持管理に関する業務の基準」についてですが、施設の維

持管理に当たっては、市が指定する管理仕様書に従うほか、関係法令、市の基準等に従うこ

ととし、本施設のみならず、本施設周辺環境の維持向上に努めることについて定めたもので

ございまして、具体的な管理の仕様等は、説明会で説明及び参考資料配布を行うこととして

おります。 

 次に、８ページの４の「経営管理業務基準」でございますが、事業計画書及び事業報告書

の作成や施設維持管理業務の実施計画、経営管理業務や事業評価、また、毎年度、基本協定

及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の年度協定を締結することなどについ

て、定めたものでございます。 

 次に、ページが飛びまして、１２ページの５の「その他業務」でございます。管理体制の

整備等や各種記録の保管、保険及び損害賠償などについて定めたものです。 
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 次に、１３ページの６の「自主事業」でございますが、指定管理者が自主事業として、施

設の設置目的や地域住民のニーズを反映した主催事業を行うことと、その際の留意点につい

て定めたものでございます。 

 最後に、７の「留意事項」でございますが、施設の運営や管理に係ること、また、モニタ

リングや法令遵守などの諸事項について定めたものでございます。 

 以上、管理運営の基準について、ご説明申し上げました。 

 次に、基本協定書について、説明いたします。 

 協定書につきましては、設置者である地方自治体が、指定管理者に業務を委任する上で取

り交わす、いわゆる契約書に準ずるものでありまして、市と指定管理者の間で、委任する業

務の細目的事項について、両者の間で協定書を締結するものでございます。 

 協定書の内容は、公募要項、業務基準書、指定管理者が提出した提案書などの記載事項を

もとに、指定管理者候補として決定した後の協議を踏まえ、作成されることとなりますが、

本日ごらんいただいているものは、その基本となるものでございます。 

 この協定書の内容については、業務内容など詳細が必要な項目については、協定書にすべ

て書き込むのではなく、別途、仕様書を作成して添付することとなります。 

 なお、今回、若葉区役所部会の所管で使用する協定書については、指定管理者制度に係る

庁内の所管課である「行政改革推進課」の作成した、千葉市版のひな形に沿って作成してお

ります。 

 具体的な内容は、趣旨や協定の意義、定義などを定めた総則、自主事業、管理業務の範囲、

管理の基準等、関係法令等の遵守、情報の公開、許認可等の取得等、人員の確保、労働者の

安全の確保等、緊急時の対応等についての定め、事業計画及び事業報告に係る定め、管理業

務の実施に係る定め、モニタリングに係る定め、利用料金及び委託料に係る定め、指定の取

り消し等に係る定め、損害賠償に係る定め等で構成されております。 

 次に、審査の基準について、ご説明いたします。 

 資料４－３ 都賀コミュニティセンター第２次審査の選定基準等（案）をごらんください。 

 先ほどご説明いたしました募集要項１４ページから記載している、第２次審査の審査項目

に審査の視点等を加え、より詳細に審査項目を定めたものであり、１１月の部会において、

採点を行っていただく際に使用するものでございます。 

 一つの審査項目につき、基本的に５点を配点し、市として特に重要と考える項目、８項目

については、倍の１０点として設定しております。 

 配点を１０点としたのは、管理運営の基本的な考え方、モニタリングの考え方、利用者サ

ービスの向上、利用者支援、利用促進、施設管理の執行体制、収入支出見積もりの妥当性、

管理経費の低廉化の８項目です。 

 評価の方法ですが、審査項目表の上部をごらんください。 

 ５段階の絶対評価で、配点が５点の項目については、３を普通とし、すぐれていれば４、

非常にすぐれていれば５、逆に劣っていれば２、非常に劣っていれば１とし、配点が１０点

の項目については、６を普通とし、すぐれていれば８、非常にすぐれていれば１０、逆に劣

っていれば４、非常に劣っていれば２として、採点していただくこととしています。 

 合計点数は、１５０点満点となっております。 

 なお、資料４－４の「都賀コミュニティセンター指定管理者評価シート」及び４－５の

「都賀コミュニティセンター指定管理者運営状況確認表」は、現在の施設の管理の状況につ

いての参考資料として、平成１８年度から２１年度までの各４年分を添付させていただいて

おります。 

 説明は以上でございます。 
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○議長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問等はありますでしょうか。 

○委員  それぞれの質問があるんですが、資料４－１の５ページ、市の施策との関係で、

市内産業の振興という欄があると思うんですけれども、６ページの一番上ですね。市内産業

の振興、本施設の管理を行うに際し、その一部を第三者に委託し、請け負わせるなどの場合

は、原則として市内業者を対象とし、必要に応じ準市内業者、市外業者と対象を拡大してい

くものとしますという項目があるんですが、平成１８年から平成２０年にわたって、当該コ

ミュニティセンターの指定管理者にアクティオ株式会社さんがいますけども、このアクティ

オ株式会社さんというのは千葉市の業者なんでしょうか。それはわかりますかね。 

○事務局  本社は東京です。 

○委員  この市の施策との関係で言うと。 

○事務局  この市内産業の振興というのは、指定管理者が再委託をする場合に、その業者

は市内業者、準市内、市外と、指定管理者自体ではなくて、指定管理者がまたその施設を管

理するに当たって再委託する業者を選ぶ際の順位づけということで、記載されていることだ

と思います。 

○議長  よろしいでしょうか。 

○事務局  指定管理者を選定するときには、手を挙げますよね。東京の業者さんもいれば、

どこか、いると思いますが、それはあくまで採点表でやった結果、東京の、例えば今回の管

理者だったアクティオが通ったと。指定管理を受けるところが、５年間運営していくわけで

すけど、その中では、例えば建物が雨漏りしたり、どこかが壊れたり、そういった場合の工

事だとか、そういうものに対しての発注は市内業者を優先して行ってくださいと。その次に、

業種によっては、千葉市の業者さんではできない分もありますでしょうから、そういった場

合は、本社は東京にあるけど、営業所が千葉にあるというか、そういったものが準業者とい

うような位置づけになっていっていますので、順番に、まずは千葉市の市の会社を育ててく

ださいよというようなことで盛り込んであるのがこれで、この委員がご指摘したところの説

明になるかどうかわかりませんが、そういうことで盛り込んでいるということでございます。 

○事務局  例えば、清掃業務とか、あと、修繕とかございますけども、千葉市で例えば契

約事務をするに当たりましては、地元の市内業者さん、千葉市に本店を、市内業者というふ

うに言っておりますけれども、基本的には、千葉市の地元の業者さんと契約をいたしましょ

うと。それでも、ちょっと無理な場合は、千葉市に営業所がある、それは準市内業者という

表現をしておりますけども、そちらから備品の調達、あるいは役務の提供をもっと受けまし

ょうというふうに、規定を定めております。 

○委員  審査項目の中にこれが入っていますよね、市内産業の振興というのが。それで、

第三者に委託すると書いてあるときに、同じ選択であれば、若葉区の業者を優先するとか、

緑区の業者を優先するとかを入れると、守らなければいけないのかなと思って。 

○事務局  その点につきましては、千葉市の契約規則等を見ましても、同じ千葉市という

ことで、例えば委員のおっしゃるとおり、若葉区なんですけども、例えば清掃の業務を発注

する場合、若葉区は緑区より優先ということは、契約規則上、そういう規定はございません。 

○議長  よろしいでしょうか。 

 ほかの委員の方でご質問等は。 

○委員  管理者の募集要項の中の５ページの維持管理業務なんですけども、保守管理業務

で、１件につき２０万円未満の修繕を含むというものですね。これは、もう尐し例えば大幅

の補修なりというのが出てきた場合は、どういう形になるのでしょうか。 

○事務局  一応、協定上、２０万円までは指定管理者持ちで修繕を行います。 
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その２０万円を超えるものについては、市が予算どりをして修繕を行います。 

○委員  例えば、ある部屋はカラオケで使ったと。どうしてもこの部屋は防音にしたほう

がいいのではないのか、そういったような、かなりな工事をやる場合には超過しますね。そ

ういったのは協議をして、それでやっぱりやらないとということでね。 

○事務局  そうです。 

○事務局  要するに、大きな支出の行使等につきましては、前年度の予算に計上いたしま

して、財政当局に要望をいたします。 

○議長  ほかの委員の方で。 

○委員  採点基準のところなんですけども、まず、前回の公募で、かなりの指定業者が参

入されているという形で、前回からの配点経緯の基準、例えば大きく変えられたりとかはさ

れているんですか。 

○事務局  特に大幅な変更というところはないと思います。 

○議長  よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問等はありませんか。 

 私のほうから、ちょっと何点かお聞かせいただきたいと思いますが、今回、２期目という

ことになるかと思うんですけれども、前回の応募の実績等について、何件ぐらい応募があっ

たのかということをまず聞きたいんですけど。 

○事務局  前回は７社ありました。 

○議長  ７社で前回は行ったと。 

 あと、もう一点指定管理者募集要項について、募集趣旨のところをお尋ねしたいんですけ

ど、これは後の許可の選定基準について書かれてはいるんですけれども、今回、趣旨として

は、民間の事業者に門戸を開放して、民間の事業者の有するノウハウを活用することによっ

て、市民サービスの向上につなげるということ。さらに、創意工夫ある提案を募集するとい

うことが書かれて、民間のサービス等を利用しようという、そういう趣旨で行われていると

いうことでよろしいでしょうか。 

○事務局  はい。 

○議長  さらに、関連して、同じ４－１の５ページ目で、業務の範囲が書かれており、そ

の（２）で自主事業ということが書かれておりますけれども、ある意味、その民間のアイデ

アをだしていただいた、こういった自主事業が目玉になる、そういうふうに理解してよろし

いですね。要するに、これからはさらに民間の方にいろんなアイデアをだしていただいて、

ルール的なものじゃなくて、こういった自主事業が必要になるのではないかなというふうに

私は理解しているんですけれども。 

○事務局  いろいろなコミュニティセンターがありますけれども、例えば施設によっては、

年に何回か、いろいろな事業を行っています。中には無料の自主事業をなさいますけども、

各センターが、かなりの力を入れている事業であるというふうに思っております。 

○委員  今の部会長がされていた質問にちょっとつけ加える形で、順に質問をしていいで

すか。先ほどの部会長のおっしゃられた、その公の施設指定管理者制度の理解の趣旨のとこ

ろで、積極的に担当者を起用するというところを問われていたと思うんですけどそうなると、

そこを厳密に解釈すると、千葉市の外郭団体に天下っているような千葉市の職員が、千葉市

の外郭団体にいるような組織は、厳密に言うと、排除することになるんでしょうか。例えば

会社名を出すのは不適当なのでやめておきますが、そこは確実にやっちゃうことになるんで

すか、今回は。千葉市から出向ないし退職した職員の方が、千葉市の某施設の運営会社に入

っていて、あそこが美浜区とか、コミュニティセンターの運営をこれまでやってきたんです

けど、そこは、そういう組織というのは厳密に解釈しなきゃいけなくなるんでしょうか。そ
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の公、民間事業者の選定という話。 

○事務局  民間に出資しているということで、外郭団体。 

○委員  各委員会の会長も、その辺をすごく気にされていたんですが、ちょっとお伺いし

ておきます。そこはどこまで厳密に解釈するのか。 

○事務局  今は排除はしていないと思います。あくまでも提案書ですね。 

○委員  美浜区のあるコミュニティセンターでは、行政サービスの代行をできるような、

印鑑証明とか、住民票の交付とか、窓口対応等決まったときに、行政当局との対応がしやす

いという側面はあるというような説明も受けたこともあります。 

○事務局  印鑑証明の交付とか、確かにありまして、用紙の補充あるいは簡単な故障があ

った場合、職員のほうで対応は、美浜区役所の市民課からわざわざ、結構時間が、車等でも

１０分程度はかかりますので、職員のほうで、その指定管理者の職員が即座に対応している

というふうに思っておりますけれども。 

○委員  公共性の趣旨をそういうふうに。 

○事務局  市民サービスの向上ということでございますので。 

○委員  今、部会長の質問を聞きながら、ちょっと見落としていたなということで、確認

かたがたさせてもらいました。 

○議長  皆さん、よろしいですか。 

私もちょっとまだ質問がありまして、制度趣旨に照らして、この評価の基準がどうなるの

かということなんですけれども、まず、１４ページの一番下のところで、実績等が書かれて

いるところがありまして、実績等を考えると、どうしても従前の業者さんが非常に有利にな

るのではないかなということが考えられる。そこで、委員がご質問されたところも、ちょっ

とつながるのかなとは思っておりますが、これについては、もういただいたもので変更は余

りないということでよろしいでしょうか。 

○事務局  こちらで、現時点ではいきたいというふうに、市民局のほうでは考えておりま

す。 

○議長  許可の中で考えるという。 

  ほかに委員の方でございますか。 

○委員  質問ではないですけど、一つは、民間業者というものをどういうふうにとらえる

か。株式会社、営利企業や、非営利団体のＮＰＯも、基本的には参加できるような制度です

ね。民間業者は企業はが多いんですけれども、企業ですと、どうしても利益が基本になりま

すし、特に今回は自主事業を行って収入を上げようと、そういう趣旨ですね。その場合に、

利益が上がった場合には市のほうに還元するという形になっていますね。感想だけをちょっ

と申し上げます。 

○議長  ご質問ではないですね。 

 他にご質問等はありますでしょうか。 

○委員  利益等の関係について、その後、何か本庁のほうとかで、算定基準とか、算定方

法とかの話で詰めていられるんですかね。 

 一応ここで利益が出た、大幅な利益が出た場合には、市役所のほうで吸い上げる形で。 

○事務局  大幅な利益が出た場合は、指定管理者のほうで提案していただくような、今ま

で、ご承知のように、コミュニティセンターは、諸室の利用につきましては無料ということ

で、来年度の４月からは有料になりますので、必ずその利益といいますか、収入は当然上が

るわけですね。 

○委員  応募者に提案してもらうというのも、一体何を指しているのかという、どういう

ことを想定しているのか。大幅な利益の額、還元方法等、一応それも審査項目の一覧表の中
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で設定されているので、ただ、違うところのくだりでは、まず本庁が吸い上げるというよう

な感じで、その後に配分するというような話を聞いたんですけど、だけど、その割には応募

者に提案してもらうというふうになっているので、この辺、どういう意味があるんですか。 

○事務局  基本的に、施設の修繕をよくするのかなというふうに思いますけれども。 

○委員  応募者に提案してもらうということは、若葉区で大幅な利益が上がった場合には、

若葉区のコミュニティセンターに還元するという形でされるということなんでしょうか。そ

れしか提案のしようがないですよね、応募者としては。 

○事務局  コミュニティセンターで利益が上がった場合には、その利益に対して、この施

設の利用者というか、施設に還元するということになっていると思います。 

○委員  だから、この場合だと、応募者は。 

○事務局  施設の改修。 

○事務局  空調を直すとか、いわゆる利用者のサービスの、そういったほうに還元してい

くというような点になると思いますけども。 

○委員  だから、尐なくとも、若葉区で大幅な利益が出たときに、稲毛区とか、緑区とか

他の区のほうに、サービス向上に回るということはないと。その辺では、どの部会でも、ち

ょっとあやふやだったんで。 

○事務局  吸い上げる自体が、市役所のほうにその利益、６区の中で十何カ所、コミュニ

ティセンターがありますのが、その中で利益が上がって、例えばここだけが利益が上がって、

ほかが上がらないといった場合に、その利益の還元が市役所で吸い上げて、ここが一番だか

らと、おろすということになってはほしいですけど、その辺、ちょっと何とも言えないです

ね。 

○委員  各区でその解釈もまちまちになっていたんで、千葉市全体の事業としてとらえる

のであれば、統一見解が欲しいなと。でないと、審査項目で採点しづらい。 

○議長  ほかにご質問等ありますでしょうか。 

○委員  今回の資料４－４で、指定管理者評価シートのところで、過年度の実績を解説し

ていただいたんですけども、こちらを見ると、先ほど部会長のほうが、この自主事業がやっ

ぱり目玉ですよねということで、どうしても、その自主事業としての規模、金額の規模を見

ると、非常に何か小さなもので、寂しいぐらいの形でしかやられていないんですけども、こ

れは現在の指定管理者さんが、余りそういった自主事業に対して積極的に取り組んでいない

のか、やっぱり現状、頑張ってもこのぐらいしか、今後も見込めないものなのかというのは、

どのようにお考えですか。 

○事務局  自主事業としては、市民に対する絵手紙教室だとか、親子映画会だとか、そう

いった余り収益を多く見込んでいない、今、事業をやっているということで、現事業者がこ

ういった方針でやっている。 

 ただ今後、来年度、新しい事業者になると、また違った事業方法があるのかなというとこ

ろは、ちょっとわかりませんが、現状の状態ということです。 

○委員  そうすると、例えばそのあたりの提案内容を審査の採点として考えると、サービ

スの向上というところになるんですね。利用者サービスの向上とか、そのあたりが採点の主

なところにつながってくるという。 

○委員  それは、企業でまちまちで、尐なくとも、これよりもけたが、一桁二桁というと

ころがありました。ある区では、だから、東京からのアクセスが近いというのと、在勤・在

住の方が多いというのと、そういうような人口の集客度というか、人口もあるんですけど、

頑張って結果的にそうなっている。 

○委員  採点基準は、自主事業の……実施というのが、その施設の効用とか、施設で考え
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るということで、配点としては５点のほうに配点がされているみたいですけども、そんな中、

余りこちらは重視されていないのかなという感じに見えてしまうんですよね。そういうこと

ではないですか。 

 やはり地域性という点で、先ほど、委員さんからお話が出ましたけども、余り自主事業で

は、こちらでは余り規模を大きくしてやっていくのは難しいというふうになってしまうんで

すかね。そこのあたりは、もともとの趣旨で民間のというところで、自主事業がなってくる

んですけれども、採点基準だと、そこまでは余り重視されていないし、実績としても、やっ

ぱり過去、そんなに実際は上がってきていないなという印象だったので、今回、提案の中で、

そのあたり、どの程度、ここを重視して見られるのかなというのは、ちょっと気になったの

で、かなりこのあたり、事業所さんによっては、もしかしたら、提案内容に差が出てくるの

かなと思うんですけども、余り自主事業を頑張ろうと思っている業者さんでも、採点基準が

余り低ければ、結果として、今のような形の余りやられない方が通る可能性もあるのかなと。

採点のバランスを欠いても、自主事業をもし実施されるというお考えであれば、もうちょっ

とそこを考えたほうがいいのかなと思うんですけども。 

○委員  これを見てきているんですけども、コミュニティセンターの。美浜区、ベッドタ

ウンができたのが昭和５０年代なんです。設備も老朽化していて、規模も小さくて、だけど、

緑区は全然違うんですよ。東急がもともと開発していたところで、ものすごい立派な施設で、

それだと稼働実績も上がるんだろうなという、その地域性という問題はどうしても考慮せざ

るを得ないなというのが、これまで回ってきた感想です。全然違いますよ。 

○委員 美浜文化ホールのように副業的に興業採算が成り立つというのはあります。基本的

な話が違うと思うんですよね。 

○委員  千葉市全体の事業としてとらえるのであれば、統一的なものというのは要るのか

もしれないけど、コミュニティセンターとして差が余りにもあるので、だから、ちょっと審

査にかかわるのも慎重にやらざるを得ないなという。 

○議長  ほかにご質問等はありますでしょうか。 

○委員  今の自主事業の話ですけど、公民館等の活動にしましても、やはりなかなかそう

いう意味での催しをやっても、赤字になってしまう。 

○議長  そうしましたら、今、委員からありましたことについて、また検討いただきたい

と思います。 

 よろしいでしょうか。次に議題４ということで、「今後の審議予定について」ですけれど

も、その前に、今の議題３に関しては非公開としておりましたけれども、議題４に関しまし

ては、もとに戻りまして、公開ということでよろしいでしょうか。事務局、いかがでしょう

か。 

○事務局  非公開には該当いたしません。 

○議長  以後の審議は公開とします。 

 傍聴人はいらしていない。 

 議題４で「今後の審議予定について」、事務局から説明をお願いします。 

○事務局  今後の審議予定でございますが、応募提案がそろった後、１１月２２日月曜日

に、第２回若葉区役所部会を開催し、第１指定管理予定候補者を選定していただく予定でご

ざいます。 

○議長  これに対して、何かご質問等は。 

○委員  時間は、大体何時、午前中、午後ですか。 

○事務局  午後ということでよろしいでしょうか。１時半とか２時でいかがでしょうか。 

○委員  ２回目、応募者がやって来て、ヒアリングするわけですね。何か候補者の数で。 
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○事務局  大分時間が。 

○委員  かかりますよね。だから、その募集状況によって、終日拘束される場合もありま

すよね。 

○委員  スタート時間は、午後ということでよろしいですか。 

○議長 事前の連絡だと、終日あけてほしいというふうに言われるんですけれども。 

○事務局  午前中から一日ということですね。 

 とりあえず、今の段階では、応募の状況等によって、またヒアリング、ヒアリングについ

ては義務づけではなくて、必要に応じてヒアリングをやってくださいというようなことにな

っていますけど、今の段階で、どれだけ応募が来るかわかりませんので、とりあえず１時半

というような、事務局ではいたんですけども、先生方で終日、とりあえず押さえておいてい

ただいた中で、部会長、副部会長に合わせまして、皆さんのあれで、時間等はまた応募の状

況によって決めていこうかとは思いますが、もし、１０時とか。 

○委員  もうその応募の状況で。 

○議長  判明するのが１１月の。 

○事務局  １０月５日で説明会が第１次でありますから、１０月５日でしたか、説明会。

募集要項の中で現地説明会というのが、募集要項の７ページに、説明会が１０月５日という

ことなので、この時点である程度、応募してくるところがわかると思いますので、その段階

でか、それとも、皆さん、お仕事をお持ちでお忙しいし、であれば、もうここで１０時なら

１０時と決めて、募集によっては２時ぐらいまでかかってしまうかもしれませんが、どうい

うふうに。１０時から。 

○委員  今、決めるんですか。 

○事務局  ただ、今決められれば一番よろしいんですが、皆さんいらっしゃいますから。

ただ、募集要項によって、いろいろまた先生方にお電話する中で、いや、午後、都合が悪く

なっちゃうとかになるので。 

○委員  もう募集の状況で判断していただければ、１件、２件ぐらいだったら早く終わる

と思うけど、１０件も来ちゃった場合は。 

○事務局  募集の状況によってということで、よろしいですか。 

○議長  一応参考までに、前回７社も実施ということですけれども、それは大体どれぐら

い時間がかかるんですか。 

○事務局  ちょっと申しわけないですが、ここの中で、その時期にいた者がいないもので

すから、申しわけございません。 

○議長  結論としましては、時間に関しては、追ってまたご案内いただけるということで

すね。わかりました。 

 その他、ご質問等はありますでしょうか。 

 

（質問なし） 

 

○議長  そうしましたら、これで、議題としてはすべて終了いたしました。 

 「施設見学」ということですので、よろしくお願いします。 

 


