
 

 

 ―１― 

令和２年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回市民・文化部会 

 

１ 日時：令和２年５月２２日（金）  １３：３０～１６：３０  

 

２ 場所：千葉市議会棟３階  第３委員会室  

 

３ 出席者： 

（１）委員  

吉田 恵美委員（部会長）、日野  勝吾委員（副部会長）、稲垣  總一郎委員、  

朝香 桂子委員、八木  直人委員  

（２）事務局  

川並市民自治推進部長、小倉市民総務課長、石橋主査、大嶋主査、中里主事、  

片岡地域安全課長、山下主任主事  

 

４ 議題： 

（１）部会長の選出について  

（２）令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価について  

  ア  千葉市中央コミュニティセンター  

  イ  千葉市栄町立体駐車場  

（３）その他  

 

５ 議事概要： 

○小倉市民総務課長   委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、天候の悪い中

お集まりいただきまして誠にありがとうございます。  

 ただいまから、令和２年度の千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の第１回市民・文

化部会を開会させていただきます。  

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、市民総務課長の小倉でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 本日の会議でございますが、千葉市情報公開条例第２５条に基づき、公開されておりま

す。なお、一部、非公開の部分がございますので、あらかじめご承知おきください。  

 また、傍聴の方におかれましては、傍聴要領に記載されている事項を遵守されるよう、

お願いいたします。  

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策として十分な換気等を行うため、窓を開放して

おります。寒い中で申し訳ございませんが、ご協力をよろしくお願いいたします。  

また、出入口に消毒液も置いておりますので、出入りの際には消毒にご協力いただけ

ればと思います。  
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 また、職員はマスクを着用しておりますほか、５月からは軽装期間でございますので、

併せてご了承いただければと思います。  

なお、本日は途中で職員の入替えのため５分間の休憩をいただく予定としております。 

続きまして、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。  

お手元の資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会  市民・文化部会委員名

簿」をご覧ください。  

なお、このたび金子前委員がご退任をされ、新たに八木委員をお迎えいたしましたの

で、改めて委員の皆様をご紹介させていただきたいと思います。  

 公認会計士の吉田恵美委員でございます。  

 千葉市文化連盟副会長の朝香桂子委員でございます。  

 弁護士の稲垣總一郎委員でございます。  

 淑徳大学コミュニティ政策学部准教授の日野勝吾委員でございます。  

 敬愛大学経済学部准教授の八木直人委員でございます。  

 以上、５名の皆様でございます。よろしくお願いいたします。  

 次に、事務局の職員につきまして、紹介をさせていただきます。  

 市民自治推進部長の川並でございます。  

 千葉市中央コミュニティセンターを所管します、私、市民総務課長の小倉でございます。

よろしくお願いいたします。  

 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、開会に当たりまして市民自治推進部長の川並からご挨拶を申し上げます。  

○川並市民自治推進部長  改めまして、市民自治推進部長の川並でございます。  

 委員の皆様方におかれましては、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が続く中、ご出席

をいただきまして、誠にありがとうございます。また日頃より、市政全般にわたりまして

ご理解、ご協力をいただきまして、厚く感謝を申し上げます。  

 本日は、「千葉市中央コミュニティセンター」と「千葉市栄町立体駐車場」の昨年度の

管理運営に対する「年度評価」と、併せて指定期間全体を通しての「総合評価」について

もご審議をいただくものになります。速やかな会議の進行に努めてまいりますので、ご協

力をよろしくお願いいたします。  

 施設を適正に管理運営していくために、皆様の豊富なご経験と高いご見識から、ご意見

を賜りますようお願い申し上げて、挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしく

お願いいたします。  

○小倉市民総務課長   それでは、続きまして、資料の確認をさせていただきます。  

 まず、机上にお配りいたしました、「次第」、「席次表」、「諮問書」、それから「会

議資料一覧」でございます。そのほかに、事前にファクスで送らせていただきました、

「委員からの事前質問に対する回答様式」、それから本日追加でございます、参考資料７

も机上にお配りしてございます。  

 その他の会議資料につきましては、参考資料を含めましてピンク色のファイルにとじて

ございます。内容は「会議資料一覧」に記載のとおりでございます。不足等ございました

ら、会議中でも結構でございますので、事務局にお知らせいただければと存じます。  
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 続きまして、会議の成立についてご報告いたします。  

 本日の出席委員は全委員の皆様の出席となってございますので、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１１条第７項において準用する第１０条第２項に基づ

き、会議は成立しております。  

 それでは、これより議事に入らせていただきます。  

 なお、金子委員が退任されたことにより部会長が不在のため、部会長が決定するまでの

間、進行を吉田副部会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。  

○吉田副部会長   それでは、「次第」に従いまして、議事を進行してまいります。皆様

ご協力のほどよろしくお願いいたします。  

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

事録の承認等、部会を代表していただきます。  

 では、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」に基づきまして、互選により選出したいと思います。  

どなたか、立候補、もしくは推薦される方はいらっしゃいませんでしょうか。  

○稲垣委員   副部会長の吉田委員が部会長になるのが良いかと思いますけれど、それは

皆さんのご意見で。  

○日野委員   賛成です。  

○吉田副部会長   ただいま、私、吉田委員を部会長にとのご推薦をいただきましたけれ

ども、いかがでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、ほかにご意見がないようですので、僭越ながら部会長をお引き受

けさせていただければと思います。  

○小倉市民総務課長   では、「次第」にはないのですけれども、吉田副部会長が部会長

になられるということで、副部会長が不在になりますので、改めて副部会長の互選をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○吉田部会長  副部会長の役割についてご説明いただいてもよろしいでしょうか。  

○小倉市民総務課長   副部会長は、部会長を補佐して部会長が欠けたときにその部会長

の任を代わりに執り行うものでございます。  

○吉田部会長  では、引き続きまして、副部会長について皆様から同様に立候補、また

は推薦をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○稲垣委員   どなたでも良いと思います。  

○吉田部会長  部会長より推薦したいと思うのですが、２年目になられます、日野委員

にぜひ副部会長をお引き受けいただけたらと思います。  

○日野委員   承知いたしました。  

○吉田部会長  皆様、異議はないでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、部会長が吉田で、副部会長は日野委員になりましたので、これか

らどうぞよろしくお願いいたします。  

 日野委員、何か一言ございますか。  
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○日野委員   特にはありませんが、部会長を補佐できるよう頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。  

○吉田部会長  よろしくお願いいたします。  

 では、「次第」に従いまして議事を進行してまいりたいと思います。  

 議題２「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価につ

いて」に入らせていただきます。  

まず、「千葉市中央コミュニティセンター」の「年度評価」を行います。施設所管課

よりご説明をお願いいたします。  

○小倉市民総務課長   市民総務課長の小倉でございます。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。  

 まず、「千葉市中央コミュニティセンター」の年度評価案の説明の前に、年度評価の概

要につきまして、説明させていただきます。  

 はじめに、年度評価の目的でございますが、指定期間中の各年度終了後に履行状況の確

認を行い、また、選定評価委員会の皆様に報告をすることによりまして、委員の皆様から

のご意見をいただく機会を設け、次年度以降の管理運営をより適正に行うために実施する

ものでございます。  

次に、評価の方法でございますが、まず、市が現地視察・ヒアリング等を通じて行っ

たモニタリングの結果や指定管理者による自己評価、指定管理者からの報告書等を踏まえ、

「指定管理者年度評価シート案」、今回の資料では資料３－１に当たりますけれども、こ

れを作成いたします。この「年度評価シート案」と指定管理者から提出された「事業報告

書」、「計算書類等」の資料を基に、この選定評価委員会におきまして「市の評価の妥当

性」や指定管理者による「施設の管理運営のサービス水準向上・業務効率化の方策」ある

いは「改善を要する点」、また、指定管理者の倒産、撤退等のリスクを把握するため、当

該指定管理者の「財務状況」などに対するご意見をいただきます。最終的にご意見等の中

から、部会としての意見を取りまとめていただき、それを部会長から選定評価委員会会長

にご報告いただいた後、委員会会長から市に対し答申をいただきます。答申でいただきま

したご意見は、「年度評価シート」に「市民局指定管理者選定評価委員会の意見」として

記載いたします。  

そして、評価の結果につきましては、指定管理者による管理運営の改善・効率化に向

けた取組みを促進するため、指定管理者に通知をいたしますとともに、選定評価委員会の

ご意見を記載した「年度評価シート」を市のホームページ上で公開いたします。  

次に、「年度評価シート」について補足説明をさせていただきます。  

 資料３－１「指定管理者年度評価シート案」の４ページをご覧いただきたいと思います。 

「５  管理運営状況の評価」として、表の「市の評価」の欄に「Ｂ」、「Ａ」、

「Ｄ」と記載してございますけれども、この市の評価は、各表の下の点線に記載の評価の

内容の原則に沿って記載したものでございます。  

また、次のページの「（３）管理運営の履行状況」の「市の評価」、また８ページの

「７ 総括」の「（２）市による評価」の内容についても、それぞれの表の下の点線に記

載の評価の内容の原則に沿って記載してございます。この原則は定性的な内容になってお
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りますけれども、参考資料６「評価の目安（年度評価シート）」にございます「評価の目

安」に沿って全市的に統一的な評価ができるようになっております。この施設所管課の評

価案につきましては、選定評価委員会の意見を踏まえまして修正することも可能となって

ございますので、審議の中で所管へ評価の確認等をしていただければと存じます。  

年度評価の概要につきましては、以上でございます。  

 引き続き「千葉市中央コミュニティセンター」の年度評価案について説明を申し上げま

す。  

 はじめに参考資料７－３をご覧いただければと思います。  

 令和元年度につきましては、設備の緊急修繕、それから台風、さらには新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のためなど、臨時休館の実施が数多くございました。管理運営の実績に

も影響が出ておりますので、まずは休館の状況について説明させていただきます。  

 まず、昨年の８月１３日から１４日にかけてですが、中央コミュニティセンターの配管

から建物内でガス漏れが発生いたしまして、急遽１３日の１９時から温水プールを休館い

たしまして、翌１４日は終日全館休館しております。  

 続いて、９月９日から１４日にかけましては、台風１５号の影響でプールの窓ガラスが

破損いたしまして、プールの水の中にガラスの破片が入ってしまうという状況にもなりま

した。この清掃や修繕のため、プールの施設を休館いたしました。  

また、続く台風１９号の接近におきましては、利用者の皆さんの安全を確保するため、

１０月１２日と１３日を全館休館としたところでございます。  

年が明けまして、３月３日からは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プール、

体育館などのスポーツ施設、それから図書室、幼児室を休館といたしました。  

 ３月１７日からはスポーツ施設のうち体育館を再開しましたが、いわゆる密閉、密集、

密接の３密防止の観点などから、窓がなく換気が困難な諸室の利用を休止するとともに、

例えば社交ダンスや合唱等での利用をお断りするなど、諸室の利用目的を限定させていた

だく対応になってございます。  

以上のような対応で、令和元年度につきましては、施設の定期点検等による休館を除

きまして全館休館が３日間、ほかに温水プールについては４９日間、体育館については１

４日間、柔道場、剣道場については２９日間の休館をいたしたところでございます。  

なお、４月８日以降は、政府の緊急事態宣言に伴いまして、現在も施設全館休館とな

っているところでございます。  

続きまして、資料３－１「指定管理者年度評価シート案」につきまして説明をさせて

いただきます。  

１ページ「１  公の施設の基本情報」でございますが、施設名は「千葉市中央コミュ

ニティセンター」で、中央コミュニティセンターには松波分室がございますので、分室の

管理運営も含めて年度評価を実施いたします。本施設は、コミュニティ活動を促進し、市

民の連帯感を醸成することで、市民主体の住みよいまちづくりを推進することを目的とし

て設置しております。  

 指定管理者制度の導入により、指定管理者が民間事業者としてのノウハウを活用した質

の高いサービスを提供するとともに、魅力的な事業の企画や効果的な広報活動を実施する
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ことで、市民サービスの向上を図り、より多くの市民に利用していただくという効果を見

込んでございます。  

 この指定管理者制度の効果等を測定するための成果指標としまして「諸室における施設

稼働率」及び「スポーツ施設における施設利用者数」を設定してございます。これらの数

値目標は、いずれも指定期間最終年度及び令和元年度における数値目標として、指定管理

者を選定した際に今の指定管理者が設定した数値となってございます。  

次に、「２  指定管理者の基本情報」でございます。  

指定管理者は、シンコースポーツ株式会社で、指定期間は、平成２８年４月１日から

令和３年３月３１日までの５年間でございます。  

２ページをお願いいたします。「３  管理運営の成果・実績」でございます。  

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、中央コミュニティセンタ

ーにおける諸室稼働率は、令和元年度の実績が４３．８％で、指定管理者が設定した最終

年度の目標値４２％に対して、達成率１０４．３％となってございます。平成３０年度の

稼働率が４４．９％でしたので、前年度を下回る結果となっております。  

また、松波分室における諸室稼働率は、令和元年度実績が５０．３％で、指定管理者

が設定した最終年度の目標値４０％に対して、達成率１２５．８％となってございます。  

なお、平成３０年度の稼働率は５２．４％でしたので、こちらも前年度を下回る結果

となってございます。  

 次に、スポーツ施設における施設利用者数ですが、令和元年度の実績が１０万８，５５

５人で、指定管理者が設定した最終年度の目標値１３万５千人に対して達成率８０．４％

となっております。平成３０年度は１２万５，４３４人でございましたので、前年度を下

回る結果となってございます。  

 中央コミュニティセンター及び松波分室の諸室の稼働率が昨年度を下回った要因といた

しましては、やはり新型コロナウイルス感染拡大に伴い、３月の利用が大幅に減少したこ

とによるものと考えてございます。  

また、スポーツ施設利用者数が数値目標に達しなかった要因としましては、同じく新

型コロナウイルス感染拡大防止として実施いたしました臨時休館が大きな要因となったこ

とに加えまして、温水プールにつきましては、６月から８月の夏場の利用が前年度と比較

して２千人ほど減ったことがございます。  

また、９月と２月に設備の修繕を行いまして、この際に合計２０日間、臨時休館とな

ってしまいました。このようなことがありまして、利用者が減ったと考えてございます。  

次に「（２）その他利用状況を示す指標」でございますが、成果指標として設定した

項目以外で数値として施設の利用状況を示すことができる指標として、「コミュニティま

つり参加人数」及び「図書室・幼児室利用者数」の２項目を掲載してございます。  

それぞれ令和元年度実績は、「コミュニティまつり参加人数」が３，９１９人、「図

書室・幼児室利用者数」が１万５，４９１人となってございまして、いずれの数字も前年

度から比べますと減少しております。  

次に、「４  収支状況」の「（１）必須業務収支状況」でございます。  

 まず、収入でございますが、下の欄の合計の実績で６，１１３万円でございます。  
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３ページをお願いいたします。支出でございますが、やはり下の欄の合計の実績で６，

４３１万４千円でございます。収支決算額としては、３１８万４千円の赤字となりました。

その要因といたしましては、繰り返しになりますけれども、新型コロナウイルス感染拡大

防止のための臨時休館による利用料金の減収、それから最低賃金の上昇等がございまして、

人件費が増加したことも一因と考えてございます。  

続きまして「（２）自主事業収支状況」でございます。  

収入は８６４万９千円、支出は６２２万３千円であり、収支決算額として、２４２万

６千円の黒字となりました。その要因としては、子どもを対象にした水泳教室が好評で、

当初の計画を上回る参加者があったことが主な要因でございます。  

４ページをお願いいたします。「（３）収支状況」ですが、必須業務と自主事業を合

わせた総収入は６，９７７万９千円、総支出は７，０５３万７千円であり、総収支決算額

として７５万８千円の赤字となりました。  

 次に「５  管理運営状況の評価」の「（１）管理運営による成果・実績」です。  

 まず、中央コミュニティセンターにおける諸室稼働率につきましては、市が設定しまし

た目標達成率が１１２．３％で、指定管理者が設定した目標にも達していますので、下の

点線欄の「評価の内容」の原則に従いまして「Ｂ」評価、それから松波分室については、

市が設定した目標達成率１４３．７％になっていますので、「Ａ」評価をしてございます。 

次の、スポーツ施設利用者数につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止策と

しての休館対応を行った影響などによるものではございますけれども、目標達成率が８１．

０％ですので、評価内容の原則に従いまして、ここでは「Ｄ」評価としてございます。  

次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」で、市の指定管理料支出の削減の観

点からの評価でございます。特記事項に記載のとおり、令和元年度当初の指定管理料は３，

１７９万４千円で、提案額と比較して削減率が０．５％でございました。  

なお、プール設備、熱交換器の修繕に伴うプールの休館、それから新型コロナウイル

ス感染拡大防止のための臨時休館等の実施によりまして、減収した利用料金収入の補填を

いたしました。そのために指定管理料を増額いたしましたことから、最終的な指定管理料

は３，４１２万３千円となって、提案額を２１５万８千円超過することになりましたが、

下の点線欄の「評価の内容」の原則に従い、「Ｃ」評価としているものです。  

５ページをお願いいたします。「（３）管理運営の履行状況」でございます。  

市の評価につきましては、下の点線の欄の評価の内容に基づき実施しておりますが、

評価の過程につきまして別の資料により説明させていただきます。  

資料３－２「千葉市中央コミュニティセンター指定管理者年度評価シート補足資料」

をご覧いただければと思います。  

こちらは、年度内に２回実施しました市のモニタリングの各項目の結果を転記し、７

つの分野ごとの平均値を算出して、資料の冒頭の右側、「年度評価」という欄の「市」の

「評価」に「評価の目安」が記載してございますが、その目安に基づきまして、「Ａ」か

ら「Ｅ」までの５段階で評価を行ってございます。その結果、市の評価につきましては、

２ページ目の「人的組織体制の充実」と３ページ目の「幅広い施設利用の確保」について

は「Ｂ」評価とし、その他の項目におきましては、おおむね管理運営の基準や事業計画書
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等に定める水準どおりに管理運営が行われていたため「Ｃ」評価にしています。  

それでは、資料３－１「令和元年度指定管理者年度評価シート案」の５ページにお戻

りいただきたいと思います。  

 「（３）管理運営の履行状況」につきまして「Ｂ」評価とした点をご説明いたします。  

 まず、表の中の「２  施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」ですが、毎日、

プールでの事故発生を想定したシミュレーションを行うことで、プール監視員等の職員の

能力向上に努め、安全な管理運営を行っている点を評価しまして「Ｂ」評価としてござい

ます。  

 次に「３  施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」でございますが、令

和元年度は消費税増税により１０月から利用料金の改定を行いましたけれども、このこと

につきましてパンフレットの制作、館内掲示や施設ホームページでの利用者周知が適切に

行われておりました。  

加えまして松波分室では、利用団体である華道サークルの作品をロビーで展示して利

用者参加型の施設展示を行うことで、来館された方が親しみの持てる雰囲気づくりに努め

た点を評価いたしました。  

 また、指定管理者による自己評価といたしましては、おおむね市の評価と同様に「Ｃ」

評価となっておりますけれども、「人的組織体制の充実」、「施設における事業の実施」

における評価で「Ｂ」評価としております。  

 この２項目で「Ｂ」評価とした理由としましては、指定管理者によりますと「施設にお

ける事業の実施」では、平常時の運営の下では諸室の稼働率が好調であったということ、

それから「その他」では、車椅子等の障害者の方が快適に働ける環境整備に努めた点を評

価しての結果でございます。  

 次に「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」ですが、昨年の市

民・文化部会におきまして、アンケート結果で前の利用団体が時間厳守していないことか

ら、受付の待ち時間に対する不満足の割合が増えているという指定管理者の考察がござい

ましたけれども、これに対しまして利用時間の厳守について周知徹底をするよう努められ

たいとのご意見をいただきました。このご意見を受けまして、中央コミュニティセンター

では、受付窓口に利用時の注意事項を掲示するとともに、部屋の鍵の受渡し時に声掛けす

ることで、時間の厳守について案内を実施しているということでございます。  

 続きまして、６ページをお願いいたします。「６  利用者ニーズ・満足度等の把握」の

「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」でございます。  

 「調査方法」、「回答者数」、「質問項目」及び「結果」については、ご覧のとおりで

ございます。  

まず７月には「サービス向上アンケート」として、中央コミュニティセンター独自に

実施いたしました。また１月ですが、全コミュニティセンター統一で「コミュニティセン

ターにおける満足度調査」を実施いたしましたが、各項目につきまして、全体的に不満足

あるいは非常に不満足の回答は少なく、利用者の皆様におおむねご満足いただいていると

理解してございます。  

アンケートの自由記載欄への回答につきましては、例年と同様、施設の空調に関する
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ご意見が多く見られますけれども、スタッフへの対応への感謝、それからお褒めの言葉も

多く見られ、施設におきましては利用者との関係性においても、良好な関係が築けている

ものと理解してございます。  

 続きまして、７ページをお願いいたします。「（２）市・指定管理者に寄せられた主な

意見・苦情と対応」でございますが、アンケートで寄せられた改善要望として「床のはが

れ」につきましては、老朽化によりＰタイルが剥がれている箇所が多くありますが、危険

箇所から優先的に指定管理者スタッフが補修作業を行っております。  

また、「松波分室の草取り」につきましては、例年より１日多く増やした臨時休館日

を利用して、指定管理者スタッフで庭園の草刈りを実施しております。  

 ８ページをお願いいたします。「７  総括」でございます。  

「（１）指定管理者による自己評価」は「Ｃ」、「（２）市による評価」は、参考資

料６の裏面に記載の「総括評価の目安」に基づきまして、評価項目の２０％以上の項目が

「Ａ」または「Ｂ」ですが、１か所「Ｄ」評価がございますので、今回の市による評価は

「Ｃ」とさせていただいてございます。  

所見といたしましては、令和元年度においても施設の管理運営において、おおむね市

の基準以上の運営が行われており、自主事業の実施方法、備品や机の配置を工夫すること

で利便性の向上につなげるなど、利用者からの要望や意見に対して素早く対応する姿勢も

見受けられました。  

 また、台風や大雨による災害や、新型コロナウイルス感染拡大に伴い実施した臨時休館

など、指定管理者としては当初の計画どおりに事業を進めることが困難な１年ではござい

ましたけれども、市からの指示をよく理解していただき、利用者への対応、それから休館

情報の利用者への発信などについて適切に対応し、大きな混乱なく管理運営できたことに

ついて評価してございます。  

 令和２年度は、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大防止策を適切に実施することな

ど、利用者が安心して利用できる環境づくりに努め、市としても必要な指導や支援を行っ

てまいりたいと考えております。  

「令和元年度指定管理者年度評価シート」の説明につきましては、以上でございます。 

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきまして、「千葉市中央コミュニティセンタ

ー」の年度評価につきまして、評価案が示されました。  

はじめに、こちらの市当局が作成した評価の妥当性について及び指定管理者の施設の

サービス水準向上、業務効率化の方策、また改善を要する点等について、委員の皆様から

ご意見をいただきたいと思います。  

ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。  

○稲垣委員   全体によくできているなと思うのですけれど、今回みたいに突発的な、台

風とかいろいろなものがあった場合に、吉田先生の専門だと思うのですけれど、普通、企

業ですとかは、月次とかそういうとき、前年度こうだったけれど、このときはこうだった

みたいな細かい資料があるではないですか。今回、たまたま市の方でこういった表を出し

ていただいて、分かりいいのですけれど、この時点で本来なら前年度このぐらいの実績が
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あったのだけれど、何月何日この分の売上げが減ったので、次はこれだけどうしたみたい

なものがあった方が分かりやすいなと思ったのですよ。今日、市が用意してくれたので、

ある程度は分かったのですけれど。やっぱりコロナがあったから、何があったからと抽象

論だと、何か分かりにくい。では、３月の売上げはどうだったのか、その分減っていなけ

れば年間どうだったのかとか、そういうのがあったらと。今まではこの形でいいのですけ

れど、こういう緊急事態の場合は、そういう例外的なものがあった方が分かりいいなとい

う感じがしましたね。  

○吉田部会長  資料３－１の４ページで、今回、「Ｄ」評価があると言及されている点

があります。施設利用者数が、これだけ突発的なものがある中で、当初の目標を達成する

というのは、はなから難しいのかなと。その中で、こういったイレギュラーなときには、

稲垣委員がおっしゃったような前年対比との関係などを見て、こちらの評価自体はなかな

か変えられないとは思うので、総合評価での所見でそういったところが加えられるような、

より判断がしやすい資料を作成いただくということを、所管にも目線として持っていただ

きたいなと私自身も感じました。  

○小倉市民総務課長   補足をよろしいでしょうか。  

 諸室について、前年の３月の稼働率が４７．８％、それが今年の３月につきましては２

６％と激減してございます。それから、スポーツ施設の利用者数ですが、３０年が３月で

約１万３００人、それがこの３月は２，２００人と激減している状況であります。それが

収入の方に直結することになります。  

○吉田部会長  分かりました。  

 あと、４ページで、指定管理料を増額して補填をしているとおっしゃられていましたが、

今回、必須業務の時点で、これは例年どおりですが、まずマイナスを計上されて、自主事

業でプラスを加算しても赤字収支という形になってしまっていて、こういった状況でコロ

ナウイルスでの影響を指定管理者側に赤字を負わせるというのは、とても違和感がありま

す。この補填額は十分であったかどうかの計算過程についてご説明いただいてもよろしい

ですか。  

○小倉市民総務課長   まず、大きな説明といたしましては、市の指示で休館をしたもの

については、基本的には市が補填いたします。 

○吉田部会長  こちらのものは市の指示ということになりますか。 

○小倉市民総務課長   休館についてはそうです。  

 一方で、開館しているけれども、やはり新型コロナウイルスの関係で利用者が激減しま

して、この点につきましては、例年の収入の８割まで補填するというのが今回、市全体の

対応として取ったところでございます。収入が例年の計画ないしは実績の８割までは補填

するという対応をしてございます。  

○吉田部会長  そうしますと、先ほどおっしゃったようにスポーツ施設の１万３００人

が２，２００人ということで、スポーツ施設に関してはクラスターを懸念して皆さんが控

えられたところもあるかと思いますが、これは既に補填の計算が入った後のものという理

解でよろしいですかね。  

○小倉市民総務課長   この収支の金額につきましては、補填込みでございます。  
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○吉田部会長  指定期間が令和３年３月３１日までで、これからの１年間が最後の期間

となっていく中で、目標の達成というのは、緊急事態宣言が解除された後も、特にスポー

ツ施設は難しいと思いますが、この目標値は維持したまま最終年度の評価も行っていくの

か、それとも少し見直しを加えていくのかという点については、現状はどのように考えて

いらっしゃいますか。  

○小倉市民総務課長   現時点では、目標を変えるということは予定しておりませんけれ

ども、やはりこうした事態でございますので、いずれにしても市で統一して対応しなけれ

ばいけないと思いますので、協議していきたいと思います。  

○稲垣委員   追加で、結局コロナでやれなかったことは事実として、今一番、世の中の

みんな、今後どうしていくのかについて非常に関心を持っていますよね、どうやって再開

していくのかと。それと同じように、ただこうだったというのではなくて、今おっしゃっ

たように、最後の目標に向けてどうやって少しずつ再開して、こうやって努力して稼働率

を上げたいという意欲のようなものは、一つどこかに書いてほしかったなと思いますね。

過去の報告であるからいいのですけれど、でもただ大変でしたというのではなくて、こう

いうふうに工夫して閉鎖しないでやっていけるようにしたいとか、少し前向きなことを一

言欲しかったなと感じます。  

○吉田部会長  恐らく、資料を作られているときも、在宅勤務等をされながらの中で、

通常のものをまとめるだけで十分大変だった部分はあるかと思います。もし、ここの表現

に出てきていないところでも管理者とのコミュニケーションの中でそういった部分につい

て、今どう捉えているか何か聞いているところがありましたら、稲垣委員のコメントに対

して何かありますか。  

○小倉市民総務課長   昨日の情報では、早ければ来週には緊急事態宣言が解除されると

いう話がございますので、我々としては速やかに施設を開けていきたいと思ってございま

す。  

 一方で、いわゆる利用者の方の感染防止も一つ大きな命題としてございます。施設ごと

のガイドラインや、いわゆる３密を避けるための方策というのは、いろいろ求められてい

るところですので、それとの両立を図っていかなければいけないと考えてございます。い

ずれにいたしましても、市民のための施設でございますので、可能な限り開けていく方向

で、今、施設管理者とも、より安全な方法を協議しているところでございます。  

○吉田部会長  いつも出るお話ですが、施設は古いけれども、管理者の皆様はとてもよ

くやってらっしゃっていて、もっと評価も上げてあげたいけれども、どうしてもこういっ

た結果になってしまうところがありますね。  

○朝香委員   本当によくやってらっしゃいますよね。  

○吉田部会長  あと、「Ｄ」評価と言われてしまうと、それは致し方ないのかなと思う

のですが、総合的な評価で、もう少しそこを表現できないのかというお話になってくると

思いますが、そういったことを踏まえますと、８ページの「７ 総括」の「Ｃ」という評

価自体は、皆さん違和感ないということでよろしいですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  個別の中で、特に「Ｄ」とされてしまっているスポーツ施設についても、
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致し方ないという認識と思っております。  

 また、何か管理者に伝えておくべきことがございましたら、ご意見いただきたいと思い

ます。  

 日野委員、お願いします。  

○日野委員   資料３－１の５ページ目で、昨年度の利用時間の厳守について、利用時間

を過ぎて使っている方もいるというクレームも入っていたような気がするのですが、結果、

これはいろいろと手当てしていただいて、こういった方は実際、減ったというか、もうほ

とんどゼロになったという理解でしょうか。  

○小倉市民総務課長   そうですね。アンケート結果でもそういうものは、特に来ており

ません。  

○日野委員   一定の効果があったという理解でいいですかね。  

○小倉市民総務課長   はい。  

○稲垣委員   すみません。今の関連で気がついたのですけれど、Ｐタイルが欠けている

ことについて苦情が来ていますよね。そういうものは、ある日突然欠けるわけではないか

ら、本来、欲を言えば、無理かもしれないけれど、つまずいて言ってきたから直しました

というのではなくて、普段から巡回をして、苦情が来る前に直しておきますというように

しておいてほしいなと読んでいて思ったのですけれどどうでしょうか。言い過ぎかもしれ

ませんけれど。  

○吉田部会長  建物の老朽化に対して、問題が起きてから動くのではなくて先を見た対

策を普段どのように取られていると思われますか。  

○小倉市民総務課長   確かに稲垣委員がおっしゃるとおり、本来であれば予防的な修繕

をしていくのが望ましいとは思うのですが、何分、施設が古く、特にタイルについては、

ひびがあるところが多くございます。  

 指定管理者におきましては日々の巡視をしっかりいたしまして、やはり危険な箇所から

しっかりと修繕をしていくという対応を、しかも自社対応でやっているということで、速

やかに対応していると伺っております。  

○稲垣委員   あえて言えばというだけで、十分よくやっていると思います。  

○吉田部会長  今後のことで気になるのですが、先ほども申し上げたとおり、例年、必

須業務の赤字収支をプールの自主事業で補っている状況だと思います。今、休校で夏休み

もかなり削減して学校再開となっている中で、指定管理者の自主事業での黒字確保は難し

くなってくるかと思います。そういった中でやはりコロナの影響で指定管理者の本来予定

していた収支が受けられないことを、どこまで指定管理者側が負うかは、恐らく千葉市と

してどうされていくかという話になるかと思うのですが、シンコースポーツさんは全国で

指定管理業務をされていますので、それらの赤字を全部負っていくのはなかなか厳しい状

況が起きるのかなと思っております。通常業務ができないという、こういった状況を十分

ご配慮いただくような千葉市の姿勢というものを、次の指定管理者の選定のときに見せて

いただけたらいいのかなと思っております。  

○日野委員   もう一点だけよろしいですか。これは令和２年度の話になるとは思うので

すが、新型コロナウイルスの感染拡大、収束に向かうかどうかまだ不透明ですけれど、令
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和２年度の計画に関して、相当程度、実行が難しくなるところがあると思うのですが、例

えば手話講座とか、いろいろな教室とかそういったようなものを、こういった３密を回避

するために、例えばオンラインでやるとかいうアイデアとかは、指定管理者から出ていた

りするのでしょうか。  

○小倉市民総務課長   今、そこまでのものはございません。  

○日野委員   ないのですね。やはり収支にも影響を及ぼすので、代替策というか、会場

に来なくてもできるようなものとか、代わりの案を出していただければ助かりますよね。

その点は、どうでしょうか。  

○小倉市民総務課長   現在、中央コミュニティセンターの特性もあるのですが、プール

が一番の収入源になっているところでございます。一方で、プールというのは、この新型

コロナウイルスの関係で、更衣室がいわゆる密の状態になってしまって、これをどう対策

していくかが非常に難しい判断が求められてございまして、今一番、悩ましいところでご

ざいます。指定管理者においても、全国的にプール等を展開してございますので、やり方

も考えていただいているところではございますし、我々の方でもそれは一緒に考えていか

なければいけないものと思っております。  

○朝香委員   プールの利用者がとても多くスケールの大きい中で、どうやって事故なく

やっていかれるかというのは、とても大事なことですよね。  

○吉田部会長  八木委員、いかがですか。  

○八木委員   ちょうど今、話題になった３密を回避する、今年に関しては結構大きなテ

ーマかとは思うのですが、１点気になったのは、アンケートの中で空調の不満が少しある

ということです。過年度のアンケートを見ると、継続的に空調の不満があるように思うの

ですが、諸室の利用を考えると、空調というのは夏場に大きく影響するのかなと思うので

すけれども、その辺の対応については何か検討されていますか。  

○小倉市民総務課長   まず、この施設は相当古い施設でして、従前から特に夏のクーラ

ーの効きが非常に悪いという苦情、要望をいただいているところでございます。指定管理

者の側では各諸室、全部屋に扇風機を１台、置いております。  

それから、面積の大きい、例えばホールですとか、音楽室ですとかには業務用の大き

な扇風機を置いている。体育館とか柔・剣道場、プールにはそれを２台設置して、さらに

貸出し用の扇風機を昨年新たに３台購入して、今年度は４台の体制で貸出しをしていこう

という状況であります。クーラーの新調というのは、なかなかできないところでございま

して、そのような対応をしているところでございます。  

○八木委員   先ほど更衣室が３密になるとおっしゃっていましたけれど、更衣室のよう

なところは、やはり開放するのは難しいですかね。  

○小倉市民総務課長   ２方向に開放できないと空気が外に出ていかないということで、

非常に悩ましいところでございます。どこまでビルの空調で対応できるのか、今、専門の

人にも確認をしているところでございます。  

○吉田部会長  指定管理者におきましては、この運営管理の評価項目もありますけれど

も、一番は利用者の安全を最優先に運営していただいて、こちらの評価を気にしているあ

まりに何か問題が起きるようなことはないようにということはお願いしたいと思います。  
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 皆様ご意見は出そろいましたでしょうか。  

（なし）  

○吉田部会長  では、委員の皆様から様々なご意見をいただきました。いただいた意見

を総合いたしますと、８ページ、市による「Ｃ」評価は妥当であるということで、皆様ご

理解、ご了解いただくということでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  それ以外につきましては、いろいろな突発的な事情がありましたが、従

来どおり十分な管理をしていただいているというところが、皆様の共通の認識かと思いま

す。いろいろな事情はありますけれども、前向きには取り組んでいただきたいなと思いま

す。  

 タイルの剥がれなど、事故が起きる前になるべく予防的な部分で対応できるところは努

力いただくということは、一つお伝えした方がいいのかなと思います。  

 コミュニティセンターとして情報発信されていく中、集まれないからできないというの

ではなくて、オンラインでの講座といったものもしていっていただいたらよろしいのでは

ないかとご提案もしていきたいと思います。  

では、これを踏まえて本部会の意見としたいと思います。ご承認いただいてよろしい

ですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  続きまして、年度評価では指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握する

ことになっております。 

これから計算書類を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行いますが、一

部の資料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情報公開条例第７

条第３号に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条ただし書の規定により、

ここからの会議は非公開といたします。  

［傍聴人 退室］  

○吉田部会長  では、続けてまいります。  

 こちらなのですけれども、公認会計士である私の方から皆様にご説明をさせていただけ

ればと思います。  

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。）  

○吉田部会長  結論といたしましては、こういった様々な事情がございますが、今のご

回答いただく中では、倒産・撤退のリスクについては大きな問題は生じていないという認

識を持たせていただいております。よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、こちらをもって本部会の意見とすることにしたいと思います。  

 では、ここからの会議は公開にしたいと思いますので、傍聴者の方を中に入れてくださ

い。  

［傍聴人 入室］  

○吉田部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、「千葉市中央コミュニティ
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センター」の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意

見をまとめていくということになりますが、詳細につきましては私と事務局にて調整する

ということでご承認いただけますでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 では続いて、「千葉市中央コミュニティセンター」の総合評価についてご審議をいただ

きます。  

所管課から説明をお願いいたします。  

○小倉市民総務課長   それでは、総合評価のご説明をさせていただきます。  

 ここでも、まず総合評価の概要につきましてご説明をさせていただきます。  

 総合評価につきましては、指定期間の最終年度に実施するものでございまして、今の指

定管理者の管理運営状況を総括して、当初に狙った効果など検証し、指定期間満了後の管

理運営のあり方の検討や次期指定管理者の選定等に活用するものでございます。  

 次に、評価の方法でございますが、まず、市が過年度の評価結果を踏まえて作成しまし

た「指定管理者総合評価シート案」、今回は資料４になりますけれども、このシート案に

つきまして委員の皆様から「市の評価の妥当性」、また「指定管理者制度の導入効果や課

題等を踏まえた制度継続の検討とその改善点」などに対するご意見をいただきます。最終

的に、いただいたご意見等の中から部会としての意見を取りまとめていただき、それを部

会長から選定評価委員会の会長にご報告いただいた後、委員会会長から市に対し答申をし

ていただきます。  

なお、答申でいただきましたご意見は、「総合評価シート」に「市民局指定管理者選

定評価委員会の意見」として記載いたします。  

 また、評価結果は、「年度評価シート」と同様、指定管理者に通知するとともに、選定

評価委員会のご意見を記載した「総合評価シート」を市のホームページ上で公開します。  

 次に、「総合評価シート」についてご説明させていただきます。  

資料４「指定管理者総合評価シート案」をご覧いただきたいと思います。  

 まず、「１ 基本情報」は、「年度評価シート」と同様の内容になっております。  

 次に、「２ 成果指標等の推移」につきましては、「年度評価シート」の管理運営の成

果・実績を、また次のページの「３  収支状況の推移」につきましては、「年度評価シー

ト」の収支状況をそれぞれ経年で記載してございます。  

 続きまして、「４  管理運営状況の総合評価」でございますけれども、評価は年度評価

と同様、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で行うこととなってございまして、次の４ページ

の上の点線で囲んだ部分に記載のとおり、おおむね期待どおりの管理運営が行われていた

場合は「Ｃ」の評価ということになります。  

 なお、各評価項目と「総合評価」の「Ａ」から「Ｅ」までの目安についてですけれども、

これにつきましては参考資料９をご覧いただければと思います。  

 各評価項目、それから「総合評価」とも、評価対象期間の各年度の評価の割合を基準と

することとしておりますけれども、冒頭に記載のとおり総合的に判断して評価を決定する

ものとしているところでございます。  
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また、資料４にお戻りいただきたいと思います。  

４ページでございます。「５  総合評価を踏まえた検討」でございますけれども、施

設への指定管理者制度導入の効果や課題を整理した上で、今後の指定管理者制度の継続を

検討するものです。  

 また、先ほど申し上げました「４  管理運営状況の総合評価」のうち、市が判断した総

合評価欄について、年度評価と同様に委員の皆様のご意見を踏まえまして、評価の修正が

できるようになってございますので、この後の審議でご意見をいただければと思います。

委員の皆様には、市の評価が妥当であるかどうか、本施設において指定管理者制度による

運営が妥当なものであるかどうかについてご審議いただき、今後の管理運営についてのご

意見を頂戴できればと存じます。  

総合評価の概要につきましては、以上でございまして、引き続き「千葉市中央コミュ

ニティセンター」の総合評価案の説明をさせていただきます。  

資料４の１ページをご覧いただきたいと思います。「１  基本情報」につきましては、

先ほどの「年度評価シート」と同じ内容となってございます。  

次に、「２  成果指標等の推移」でございますけれども、中央コミュニティセンター

及び松波分室の指定期間当初からの施設稼働率及び施設利用者数の推移について、それぞ

れ表にまとめてございます。  

まず、（１）中央コミュニティセンターの諸室稼働率ですが、おおむね毎年増加傾向

にあり、４年間の平均では４２．３％、市の定めた最終年度の数値目標である３９％に対

して、達成率は１０８．４％となってございます。  

次に、（２）松波分室の諸室稼働率ですが、こちらも４年間の平均で５０．５％、市

の定めた最終年度の数値目標である３５％に対して、達成率は約１４４．２％となってご

ざいます。  

次に、（３）スポーツ施設利用者数ですが、平成３０年度、令和元年度で減少してご

ざいまして、４年間の平均利用者数は１２万４，５９３人、市の定めた最終年度の数値目

標である１３万４千人以上に対して、達成率は９３％となってございます。  

 次のページをお願いいたします。「（４）成果指標以外の利用状況を示す指標」として、

コミュニティまつりの参加人数及び図書室・幼児室の利用者数を記載してございます。い

ずれも平成２９年度は増加してございますが、平成３０年度から減少しております。  

まず、コミュニティまつりにつきましては、平成３０年度は悪天候であったこと、そ

れから令和元年度につきましては、従来２日間の開催としていたところを、参加サークル

団体の高齢化に伴う負担軽減の観点から、１日に集約して開催することになりました。こ

れが減少の要因と考えてございます。  

また、図書室・幼児室につきましては、プールを利用するお子様が図書室も併せて利

用する場合が多くございます。プールの利用者が平成３０年度、令和元年度と減少してお

りますので、これに伴って図書室の利用者も減少しているものと考えております。  

次に、「３  収支状況の推移」で、必須業務における収入でございますが、毎年、お

おむね計画額に近い収入でございますけれども、支出におきまして最低賃金の上昇などに

よる人件費の増加、それから広告宣伝費や貸出備品購入等の事務費の増加によりまして、
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４年間の合計で１，０７４万円の赤字となってございます。自主事業では指定管理者の創

意工夫、それから子どもを対象にしたプール教室などの利用が好調なことから、４年間の

合計で１，１５７万円の黒字となっております。総収支は平成２９年度と令和元年度で赤

字となっておりますが、４年間の合計では８３万円の黒字となってございます。  

 次のページをお願いいたします。「４  管理運営状況の総合評価」ですが、先ほどご覧

いただきました参考資料９にございます「評価の目安」に基づきまして、平成２８年度か

ら令和元年度までの「年度評価シート」での評価を用いて、総合評価を行っております。  

まず、「１  成果指標の目標達成」でございますが、「（１）中央コミュニティセン

ター諸室」では、稼働率が平成２８年度から順に「Ｃ」・「Ｃ」・「Ｂ」・「Ｂ」の評価

となってございまして、半数以上は「Ｂ」評価ですので「Ｂ」評価としてございます。  

続きまして、「（２）松波分室諸室」では、稼働率が平成２８年度からすべて「Ａ」

評価となってございますので、総合評価でも「Ａ」評価としてございます。  

「（３）スポーツ施設」では、利用人数は平成２８年度から順に「Ｃ」・「Ｃ」・

「Ｃ」・「Ｄ」の評価となってございますので、「Ｄ」が２５％以下でかつ「Ｅ」評価が

ないということから、ここでは「Ｃ」評価としてございます。  

次に、「２  市の施設管理経費縮減への寄与」及び次の「３  市民の平等利用の確

保・施設の適正管理」につきましては平成２８年度からすべて「Ｃ」評価となってござい

ますので、「Ｃ」評価としてございます。  

次に、「４  施設管理能力」、「（１）人的組織体制の充実」は、平成２８年度から

順に「Ｃ」・「Ｂ」・「Ｂ」・「Ｂ」評価となってございますので、半数以上が「Ｂ」評

価であることから「Ｂ」評価としております。  

「（２）施設の維持管理業務」は、平成２８年度からすべて「Ｃ」評価でございます

ので「Ｃ」評価としております。  

続きまして、「５  施設の効用の発揮」、「（１）幅広い施設利用の確保」では、平

成２８年度から順に「Ｃ」・「Ｂ」・「Ｂ」・「Ｂ」評価となってございますので、半数

以上が「Ｂ」評価であることから「Ｂ」評価としております。  

「（２）利用者サービスの充実」、「（３）施設における事業の実施」、それから

「６ その他」はいずれも、平成２８年度からすべて「Ｃ」評価となってございますので、

ここでも「Ｃ」評価としてございます。  

以上の評価を踏まえた総合評価でございますが、平成２８年度から令和元年度までの

年度評価の総括評価が「Ｃ」・「Ｂ」・「Ｂ」・「Ｃ」ということで、半数以上が「Ｂ」

評価であることから先ほどの「評価の目安」に基づきまして、事業計画書等に定める水準

や市の指定管理者に対する期待を上回る、優れた管理運営が行われていたとする「Ｂ」評

価といたしてございます。  

次のページをお願いいたします。「５  総合評価を踏まえた検討」ですが、「（１）

指定管理者制度導入効果の検証」としては、当初、見込んでいた効果がおおむね達成でき

たと評価してございます。  

判断の理由としましては、スポーツ施設では設備の老朽化に起因する緊急修繕による

臨時休館や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた休館などにより目標達成はできてい
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ないものの、指定管理者のノウハウを生かした広報活動、自主事業による新規利用者の開

拓などの取組により、多くの市民に利用していただくことで、中央コミュニティセンター

の諸室及び松波分室の稼働率は毎年、上昇傾向にあり、市が設定した目標値を達成できて

いること、それからアンケートからは、スタッフの対応や施設管理面など施設全体として

の利用者満足度は高く、利用者からの評価を得られていることが読み取れることから、当

初見込んでいた効果がおおむね達成できているものと考えてございます。  

次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」につきましては、特に意

見等はございません。  

最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」としましては、これまでの指定管理者

の取組みや、当初見込んでいた効果が達成できていることから、指定管理者制度を継続す

ることが妥当と考えてございます。  

総合評価についての説明は以上でございます。 

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通りご説明をいただきまして、「千葉市中央コミュニティセンタ

ー」の総合評価につきまして、「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検

討」が示されました。  

この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容につきまして、評価の

妥当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、次期選定に向け

ての改善点等について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。  

 ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたします。  

○朝香委員   昨年度、コミュニティまつりは２回から１回になった。それは高齢者の負

担を考えてとおっしゃいましたけれども、高齢者が多いのはとてもいいことだと思います

が、これからの時代を考えて、若い方たちの導入も本当に必要だと思うのですね。そのた

めには本当に参加したいという催物をぜひ実施していただきたいと思っております。  

 それともう一つ、私の勉強不足なのですけれども、自主事業がありますね。あと、一般

の方がサークルを組んで定期的になさる、それと本当にプライベートにお借りになるとい

う、３形態があるかと思うのですけれども、そのパーセンテージといいますか、コミュニ

ティセンターとしての目標を教えていただきたいと思います。  

○小倉市民総務課長   パーセンテージの詳細を特に決めているわけではございませんが、

多くの市民の方に利用していただくことが、この施設の使命でございますので、そういっ

た意味ではサークル団体の方、市民の方に部屋を使っていただくというのが、まず大前提

でございます。  

 その上で指定管理者がこの施設の効用をもっと高める、あるいは指定管理者が利益を上

げて管理経費を縮減するというようなことも踏まえまして自主事業をやっていくものと考

えております。  

○朝香委員   そうすると、コミュニティセンターという施設の中での在り方というのは、

サークル活動が主になりますか。  

○小倉市民総務課長   まさに市民の方のサークル活動のための施設でございますので、

サークル活動のためにこの施設を使っていただくということが、このコミュニティセンタ
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ーの使命と考えているということでございます。  

○朝香委員   それが大優先ということですね。  

○小倉市民総務課長   一方で、サークル活動を担うサークル団体の育成と言いますか、

活動の機会を醸成することも、この施設のミッションと考えております。  

○朝香委員   そうですか。それで登録するという形になりますか。  

○小倉市民総務課長   そうですね。そういう方たちが増えるためにも自主事業もやって

いただいて、そこに参加いただき、今度は参加していただいた方々が自主的にサークル団

体をつくっていただいて、さらに部屋を借りた上でサークル活動をしていただくというよ

うな循環ができれば、この施設の、まさに使命を達成したことになるのかなと思っており

ます。  

○朝香委員   そうするとサークル活動をなさる方は、活動するお部屋は確保ができると

いうことになりますね。 

○小倉市民総務課長   当然、空いている限りでということになりますが。  

○朝香委員   優先ではないのですよね。  

○小倉市民総務課長   優先ということではないです。予約の中で競合すれば抽選になっ

てしまいます。その上で抽選が終わって、まだ部屋が空いていれば先着順に予約というこ

とになります。  

○朝香委員   では一般の方と同じ考え方でよろしいわけですね。  

○小倉市民総務課長   少し差をつけているのは、市内のサークル団体の方が個人で部屋

を借りる方より優先的に予約できるようにしております。その方たちで、まず抽選予約を

して、空いているところで個人の方たち、あるいは市外の方たちの予約が入ってくるとい

うような仕組みです。  

○朝香委員   その中で自主事業が、どのような形で入るのか分からないのですけれども、

年間を通して計画をなさって、そして日にちを決めて、皆さんそこ以外の日にちをサーク

ル活動、あるいは一般の方が使うという形になりますね。  

○小倉市民総務課長   自主事業はその部屋自体の稼働率を上げるというのも一つの目的

でございますので、なるべく部屋の利用が少ない時間帯を狙ってやっていただくというふ

うに考えております。  

○朝香委員   分かりました。ありがとうございました。  

○吉田部会長  今のお話を踏まえますと、コミュニティセンターがサークルの利用を高

めるという目標の中では、今後、成果指標にサークル登録数を入れた方が分かりやすいの

かなと思います。ただ、高齢化が進んで、サークル自体を辞めていく方たちが多く、かと

いって新しいサークルができていかないという事情も施設見学の際にお伺いしましたので

なかなか難しいとは思います。ですが、やはりサークル登録数については、見学に行くと

責任者の皆さんが必ず口にされておりますので、成果指標の提案として挙げるというのも、

この部会から出してもいいのかなと、今お話を伺っていて思ったのですが、ご意見、皆さ

んいかがですかね。  

○日野委員   例えば大学でもそうですけれど、昔のようにサークルの設立が増加してい

く時代ではなくて、少子化の影響などによって、逆にサークルを閉じてくるという時代に
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なっていく中で、確かに成果指標も大事だと思うのですが、サークルをつくる過程という

のですか、集まりやすさというか、サークルができてからではなくて、コミュニティセン

ターに行けば何らかのコミュニティというか、仲間がいる、人とがつながれるという、何

かそういったようなものが前提として存在していないと、いきなり指標となるとハードル

が上がってしまうかなと感じましたし、あと、朝香委員がおっしゃったように、若者への

周知が必要であると改めて思います。  

 私の本務校の大学も中央区に所在していますけれども、中央コミュニティセンターから

何かご案内があるかというと特になくて、若者は活動したいと思っていても、そうした場

所がないという、そこの接着点をご用意いただいたら、少しは変わってくるかなと思いま

す。参加者の属性やこれまで参加されてきた方々とのコラボレーションも期待できますし、

そういった自主事業も含めて若者がどれだけ利用しているかという数字も、出していただ

きたいと感じました。  

○朝香委員   もう一つよろしいですか。宣伝をするのに新聞を使いますと書いてありま

すね。今の若者は新聞というものをほとんど読まないですよね。ですから、何か若者が集

まりやすいような方法を考えていただきたいと思います。  

○吉田部会長  割と高齢者の方で目標が達成できているので評価は高いものの、利用者

の年齢構成といった面では、ほかの施設に比べると少しいびつになっている可能性もあり

ますね。プールとかは小さいお子さんもたくさんいらっしゃるのでしょうけれども、サー

クル活動、本体のコミュニティセンターの部分でいうとどうでしょうね。  

 八木委員、いかがですか。  

○八木委員   今の話に関連しまして、例えば１回だけ訪れたことがある、それから気に

なってもう一回訪れたとか、リピーターになっていくような、そういう流れを把握してみ

るということも一つかなと思いました。例えばアンケートの中に利用の頻度とか、あるい

は子どもの頃にスポーツの施設に来たことがあって、もう一回施設の利用につながったと

か、そういったこと現状把握される機会はありますでしょうか。  

○小倉市民総務課長   そこまでは把握できていないかと思います。  

○八木委員   指標とまではいかなくても、まずアンケート等で把握してみたりとか、あ

るいはそのサークル等の方でリピーターの率とか、あるいは流動的に参加される方の率と

か、そういったものを把握してみるというのも一つあるかなというふうに思います。  

○吉田部会長  先ほど成果指標にサークル数というのも一つと申し上げましたが、市の

コミュニティセンターはサークル活動のためですよということであれば、もちろんそうい

うものも必要ですけれども、今コミュニティセンターの在り方が変わってきている中で、

サークル自体も登録の要件をなかなか満たすのが難しいというのが他市でも出てきている

かと思います。そういった意味で、あまりサークル活動にこだわらないという選択も一つ

あるのかなと思いました。そこだけ、少し私の言葉が足りていなかったので説明させてい

ただきます。  

○八木委員   先ほどスポーツの利用と、お子さんが図書館に流れて一緒に連動されると

いう話があったのですけれども、そういうお子さんの年代層と、こういった諸室を使うよ

うなイベント等の何か連動みたいな、プールに来てみたけれど、別の施設もきっかけで使
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うようになったみたいな連動みたいなものというのはなかなか難しいでしょうかね。  

○小倉市民総務課長   そうですね。プールを使うお子さんというのは、やはり水泳教室

で親御さんと一緒に来られるというのが多いので、そのまま真っすぐ帰ってしまうという

使い方が多いのかと思いますが。  

○吉田部会長  武道場もやはりお子さんの利用は多いのですか。あれだけ立派な武道場

があるのは、なかなかないなといつも思っているのですけれども。  

○小倉市民総務課長   もともと利用者の年齢層というのは把握していないものでござい

まして、アンケートの中で年齢をお聞きすることしかしていませんので、細かい数字まで

出ないというのが現状でございます。申し訳ございません。  

○吉田部会長  年齢層が高い方で十分活動をしっかりされていて「Ｂ」評価、総合評価

でも「Ｂ」というのは違和感がない中で、年齢が若い方へのアプローチというものがより

強化されていくと、次の指定管理期間では良いのかなというのが皆様の認識ですかね。  

○朝香委員   あともう一つよろしいですか。コミュニティまつりなのですけれども、大

体サークル、それと学校関係、それから消防隊とかと書いてありましたけれども、今、特

に和文化、日本の文化ですね。明治時代に少し追いやられて、今、本当に見直されている

時期なのですね。それで学校教育の中でも派遣されて、行きますと、子どもたちはとって

も目を輝かせてなさるのですね。体験して聞くことができると。  

 だからこのようなコミュニティまつりの中にも、定期的にやるのはなかなか楽器が大変

ですけれども、聞いて、そして体験などができたら、ある部分では何かいいことが起きる

ような気が私はするのですよね。ですから、もし考えていただけたらと思います。  

○吉田部会長  そういう意味では、資料３－５の２３ページで、昨年のコミュニティま

つりについて詳しく報告されていますね。  

○朝香委員   お茶とか書道とか、そういったものですね。  

○吉田部会長  そうですね。そういったものが盛況であったというお話もありますので、

例えばもう１回、２日間での開催を、今年度すぐというのはこういった状況ですので厳し

いとは思うのですけれども、屋内でも皆さんご参加いただいたのであれば屋内型で、そう

するといろいろな楽器というのもできるかと思います。立派なお茶室もありますので、あ

そこでお琴を聞けたりしたら、すごく素敵だなとは素人考えですが思います。  

○朝香委員   協力いたします。  

○吉田部会長  コミュニティまつりを縮小することについて、今は大きなイベントとい

うのは考えづらい状況だとは思うのですけれども、コミュニティまつりをされる皆さんの

負担が大き過ぎるというのであれば、管理者側である程度、手綱を握るような形でコミュ

ニティセンターを盛り上げられていくようなイベントに形態を変えていくという発想でや

っていっていただくといいのかなとも思いました。  

 その他、皆様、改善点とか、次の指定管理期間に当たっての、既に先ほどの年度評価の

中でも十分話題には上っているかと思うのですが、総合評価で付け加えることがございま

したら、ご発言いただけばと思うのですが。  

○八木委員   では一つよろしいでしょうか。特に評価に違和感とかそういうことではな

いのですけれど、確認として、松波分室の成果で５０．３％となっていますが、資料３の
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８ページで、利用率で考えますと５０．３％で、達成率が１３０％ということなのですけ

れど、人数の方で見ますと、１０２％の達成率というのがあまり伸びがないように感じる

のですが、これは参加の団体の人数が小規模になったというような感じでしょうか。  

○小倉市民総務課長   そうですね、団体の１回の利用者数が少ないというような仮説は

立つと思います。  

○八木委員   例えば傾向的に、ずっと大体このような感じの比率なのか、それとも人数

がだんだん小規模になっているとか、そういった傾向とかはありますか。  

○小倉市民総務課長   人数の部分には、私どもはあまり着目していなかったので、経年

の数値は把握しておりません。申し訳ございません。  

○吉田部会長  やはり椅子とテーブルを入れられて、正座をしなくてもよくなったとい

うところで稼働率が上がったのかなというのは、見学させていただいている中で感じてい

るところですね。その分、入れる人数という意味では、もしかしたら減っている、あまり

増えていないというところも出ているのかしれませんね。  

○八木委員   施設の趣旨として、指標としては特に稼働率の方を優先していただいて、

団体さんが小さくなるということは、部屋をお借りいただくという意味では、この資料で

特に問題ないとは思っております。  

○吉田部会長  松波分室に関しては新規サークル団体が増えているというところもござ

いますので、コミュニティセンターという目的に合うのであれば、サークル数というのは

やはり指標としてお互い認識できてもいいのかもしれないですね。  

 皆さん、よろしいでしょうか。年度評価につきましても、「評価の目安」に従って高評

価をいただいておりますが、最終的な総合評価も「Ｂ」ということで、年度評価も「Ｂ」

でしたので、こちらも違和感がないということでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、ありがとうございました。  

 委員の皆様からは様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合させていただ

きたいと思います。  

 評価の妥当性につきましては、市の作成された総合評価案は妥当であるという認識でよ

ろしいですかね。  

 制度継続の検討について、直接コメントを求めておりませんでしたが、皆様、そちらに

関してもご意見がなかったので妥当であるというご判断でよろしいですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、制度継続の検討につきましても、継続が妥当であるということに

なります。  

 次期選定に向けた改善点ですね、まずコミュニティまつりで高齢者の負担を考慮して２

日間から１日にされておりますが、これからの時代に向けては若者の参加を促すような、

さらなる工夫をされたいということになるかと思います。  

 そういった若者の参加状況の把握にも努め、集まりやすくなるようなアプローチという

ものも検討されたらいいのかなと思っております。  

 また、コミュニティセンターの目的やサークル活動というものが、大きな柱になるので
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あれば、サークル数といったものも成果指標評価に入れるか入れないかも含めて市には検

討していただくというのもよろしいのかなという形になるかと思います。  

 こちらを本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  それでは、これまでの意見を踏まえまして、「千葉市中央コミュニティ

センター」の指定管理者の行った施設の管理に係る総合評価についての本部会としての意

見をまとめていくことになりますが、詳細につきましては私と事務局で調整するというこ

とでご了解いただけますでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を次期指定管理者の選定の

際には十分に反映していただければと思います。  

 それでは、ここで５分間の休憩を取りたいと思います。  

 会議の再開は３時１５分にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

（休憩）  

○吉田部会長  では、時間になりましたので再開したいと思います。  

○小倉市民総務課長   ここで、事務局職員の入替えをいたしました。  

 千葉市栄町立体駐車場を所管します、地域安全課長の片岡です。  

○吉田部会長  では、続きまして、「千葉市栄町立体駐車場」の年度評価及び総合評価

に移りたいと思います。  

 まず、「千葉市栄町立体駐車場」の年度評価を行いたいと思いますので、施設所管課よ

りご説明お願いいたします。  

○片岡地域安全課長   では、令和元年度の年度評価について、ご説明いたします。失礼

して、座って説明させていただきます。  

 資料５－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」の１ページをご覧いただけますで

しょうか。  

 「１  公の施設の基本情報」でございます。 

 施設名は、千葉市栄町立体駐車場です。条例上の設置目的、ビジョン、ミッションにつ

きましては、表に記載のとおりでございます。  

 表の下の方になるのですけれども、成果指標につきましては「利用者台数の増加」とし

ており、数値目標として、年間当たり、普通自動車等は５万台以上、二輪自動車等は２，

５００台以上に設定しております。  

 その下、「２  指定管理者の基本情報」でございますが、指定管理者はアマノマネジメ

ントサービス株式会社で、神奈川県横浜市に本社がございます。  

 指定期間は、平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの５年間となっており、

選定方法は公募、管理運営費の財源は、利用料金収入による独立採算制で、指定管理費は

支出しておりません。  

 その下、「３  管理運営の成果・実績」でございます。成果指標に係る数値目標の達成

状況ですが、普通自動車等につきましては、年間目標５万台に対し、実績が４万２，０５
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７台で、達成率は８４．１％、二輪自動車等については、年間目標２，５００台に対し、

実績が１，８４１台で、達成率は７３．６％となっております。  

 なお、二輪自動車等につきましては、募集の際、市が定めた数値目標がありまして、そ

ちらで見ますと、年間目標２千台に対し、実績が１，８４１台で、達成率は９２．１％と

なっております。  

 次の２ページ、「４  収支状況」をご覧いただけますでしょうか。  

 「（１）必須業務収支状況」につきまして、ここでは、上の表の「ア  収入」、それと

下の表「イ  支出」のうち、実績額と計画額、及び計画額と提案額に乖離が見られる項目

について、ご説明をさせていただきます。  

 なお、ここでは、令和元年度分のみ説明させていただきますので、ご了承ください。  

 はじめに、「ア 収入」についてでございます。表の中段くらいになりますけれども、

「利用料金収入」の実績額が、計画額より２０７万４千円少なくなっていることにつきま

しては、定期駐車利用の減少や提携ホテルの閉鎖に伴う提携駐車場としての収入が減少し

たことによるものです。  

 また、計画額が、提案額より８００万円少なくなっておりますが、そちらにつきまして

は、提案時には想定されていなかった、提携駐車場として契約していた千葉競輪場の改築

に伴う一時休止や、近隣商業施設の閉店により、提携先からの収入が減少したことによる

ものです。  

 表の一番下、合計につきましては、年間の計画額３，３００万円に対し、実績額は３，

０９２万６千円で、２０７万４千円のマイナスとなっております。  

 次に、その下の「イ  支出」についてでございます。表の上段になりますけれども、

「人件費」の実績額が、計画額より８８万４千円少なくなっております。これは出勤シフ

トの見直し等による減少となっております。  

 また、計画額が、提案額より５２０万円少ない点についてですが、指定管理者の社内規

定により、一定の年齢以上の職員の雇用形態が、契約社員からパートに変更されたことに

加え、一昨年度３月末にパート定年退職者が１人発生し、シルバー人材センターから係員

を配置したため、雇用保険や賞与等の費用が抑制されたことによるものです。  

 その下の「事務費」の実績額が、計画額より６９万円少ない点についてですが、こちら

は電気料金の単価が、計画策定時の想定より値下げされたことによるものです。  

 なお、計画額が、提案額より５２万５千円大きい点についてですが、電気料金が、こち

らは提案時の想定以上に値上げが行われたことによるものです。  

 その下、「管理費」の実績額が、計画額より１００万９千円少ない点についてですが、

設備機器管理費や機器使用料が当初想定していた価格より下がったことによるものです。  

 また、計画額が提案額よりも８５万８千円大きい点についてですが、想定以上の老朽化

に伴う各種補修が必要となったことによるものです。  

 その下、「委託費」の実績額が、計画額より６２万４千円少ない点についてですが、施

設全体清掃や駐車場周りの植栽の剪定、それから廃棄物の処理などの委託業務について、

業務の合間に指定管理者が実施したり、複数社の見積合わせ及び交渉を行った結果、費用

の想定を下回ったことによるものです。  
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 また、計画額が、提案額より２５万１千円少ない点についてですが、階段の汚れ具合が

想定よりも遅かったため、清掃頻度を調整したり、先ほどと同様に、指定管理者で自ら実

施したことによるものです。  

 その下、「本社費・共通費」の実績額が、計画額より１０７万４千円少ない点について

ですが、提案当初、経理部と管理部の関わる業務を指定管理者の業務として見込んでおり

ましたが、実際は、本社支店側で業務を一元化して運用することができたため、除外した

ことによるものです。  

 同じ品目の一つ下、計画額と提案額との差異のところの欄なのですけれども、こちらに

マイナス２万円を意味する「△２０」、その横の単価の減という表記があるのですけれど

も、こちらは誤りでございまして、２万円の増でございます。申し訳ございません。ここ

は訂正させていただきます。この２万円の増は本社側が設定した単価の増によるものです。  

 表の一番下、合計につきましては、年間の計画額２，２８４万円に対し、実績額は１，

８５５万９千円で、４２８万１千円のマイナスとなっております。  

 ３ページをご覧いただけますでしょうか。本社費・共通費の算定の内訳が、上部の四角

内に記載をされております。  

 次に、「（２）自主事業収支状況」です。自主事業は、指定管理者の当初の提案時、利

用者の好感を上げて、利用増を図るため、施設設備の手直し事業を自主事業として掲げて

いました。  

 しかし、施設設備の手直し事業は直接的な収入がなく、これを自主事業とすると赤字の

事業となってしまいまして、施設管理収支と自主事業収支を勘案して決定する本市への利

益還元額、こちらにもマイナスの影響が出てしまう可能性が高いことから、市と指定管理

者との協議において、それらの事業は施設管理の一環として取り扱い、自主事業としては

取り扱わないこととしております。  

 したがいまして、平成３０年度と同様に、令和元年度も自主事業の実施はございません

でした。  

 その下、「（３）収支状況」ですが、表の中段になりますけれども、総収入は３，０９

２万６千円、総支出は１，８５５万９千円で、収支は１，２３６万７千円の黒字でした。 

 その下の本市への利益の還元についてですが、「千葉市路外駐車場の管理に関する基本

協定書」第６６条第１項に、「収支が、総収入の１０％に当たる額を超える場合には、収

支から総収入の１０％に当たる額を差し引いた額の２分の１に相当する額を、市に還元す

る」と定められておりまして、４６３万７千円が市に還元されております。  

 次の４ページ、「５  管理運営状況の評価」をご覧いただけますでしょうか。  

 「（１）管理運営による成果・実績」ですが、ここでは、市が定めた成果指標の目標に

対して、どれほど達成したかを評価するものであり、評価は、表の下にあります、点線内

の「評価の内容」に基づき、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で行いました。  

 実績ですが、普通自動車等については、達成率が８４．１％、二輪自動車等については、

達成率が９２．１％となっており、数値のみで見ると、普通自動車等については「Ｄ」の

評価、二輪自動車等については「Ｃ」の評価となるところであります。  

 しかし、普通自動車等については、数値目標こそ「Ｃ」の基準を僅かに下回るものの、
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提携駐車場契約のあったホテルの閉鎖や、新型コロナウイルスによる利用者減など、大変

厳しい環境の中、経費の削減等に努めた結果、昨年度と同等の利益還元を行っている点を

評価し、「Ｃ」と評価をいたしました。  

 その下、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」ですが、ここでは市が支出している

指定管理料について、選定時の提案額からどれほど削減したかを評価するものであります

が、先ほど「管理運営費の財源」のところで申し上げたとおり、本施設は、利用料金収入

による独立採算制で、指定管理料を支出していないため、評価対象外としております。  

 次の５ページをご覧いただけますでしょうか。「（３）管理運営の履行状況」について

ですが、ここでは施設の管理運営について、市が定める基準や事業計画書等に定める水準

をどの程度満たしているかを指定管理者及び市がそれぞれに評価するものであり、評価は、

表の下にあります点線内の「評価の内容」に基づき、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で行いま

した。  

 なお、市の評価は、令和元年度に現地視察やヒアリング等により２回実施したモニタリ

ング調査結果に基づき、記載をしております。  

 なお、項目については、資料５－２「令和元年度指定管理者年度評価シート補足資料」

に基づいて説明をさせていただきますので、ご覧いただけますでしょうか。Ａ３サイズの

ものになります。  

 この資料をご覧いただきますと、おおむね管理運営の基準や事業計画書等に定める水準

のとおり運営が行われておりまして、指定管理者の自己評価・市の評価とも、ほぼ標準の

「Ｃ」の評価となっておりますが、裏面の２ページになるのですけれども、３の「（３）

施設における事業の充実」の欄なのですけれども、こちらにつきまして、ご説明をさせて

いただきます。  

 そこの項目の表の上から五つ目の「オ  職員のサービス介助士資格の取得」をご覧いた

だけまでしょうか。事業計画書に記載のあった職員のサービス介助士資格の取得について

ですが、ヒアリングを行いましたところ、有資格者が退職したため、現在は不在との報告

がありました。  

 この点は昨年度も同様の指摘を行っていたため、１回目のヒアリングにて再度改善を指

導し、指定管理者からは、令和元年度中に、資格取得に向けた準備を進めるとの回答があ

りました。しかし、新型コロナウイルスの影響によりまして、それら資格の取得に必要な

講座や実習がすべて中止となってしまいまして、令和元年度中の取得はできなくなってし

まったという状況でございます。これについてはやむを得ないかなと判断をしております。

同資格の取得については、引き続き指導を続けてまいります。  

 なお、それ以外の評価については良好でございまして、指定管理者・市ともに総合評価

は「Ｃ」となっております。  

 ここまでで、補足資料による説明を終わります。  

 資料５－１「令和元年度指定管理者年度評価シート」の５ページにお戻りください。  

 「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」についてですが、平成

２７年度に、「中央立体駐車場は廃止の方向で検討を続けるべき」とご意見をいただきま

して、検討をした結果、同駐車場は、平成２８年３月３１日をもって供用を停止しており
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ます。  

 次の６ページ、「６  利用者ニーズ・満足度等の把握」をご覧いただけますでしょうか。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」です。アンケート調査の概要や結果につ

いては記載のとおりですけれども、前回調査時と比べても、利用者からはおおむね良好な

結果となっております。  

 次に、「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」については、特に

ございませんでした。  

 次の７ページ、「７  総括」をご覧ください。こちらは、指定管理者による自己評価、

及び市による評価について、ページ真ん中から下くらいになりますけれども、点線内の

「評価の内容」に基づき、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で行いました。  

 はじめに、「（１）指定管理者による自己評価」ですが、所見については記載のとおり

で、おおむね、市が指定管理者に求める水準等に則した管理運営が行われたとしており、

「Ｃ」の評価となっております。  

 次に、「（２）市による評価」ですが、年２回実施したモニタリング調査により、おお

むね市が指定管理者に求める水準等に則した、良好な管理運営が行われていたことが確認

されました。  

 また、建設から３０年以上が経過して老朽化が進む施設に対し、迅速かつ細やかな修繕

を行ってきた点、それから数値目標である利用台数には及ばなかったものの、提案時に想

定されなかった厳しい経営環境にありながらも、費用の削減に努め、本市に４６０万円強

の利益還元が行われた点、これらについて高く評価できるものと考えておりまして、指定

管理者の自己評価と同じく「Ｃ」と評価をいたしました。  

 今後も、利用者の満足度を高め、利用台数増に寄与する施設運営を行うとともに、今後

も利益還元が維持できるよう、努めていただきたいと考えております。  

 なお、補足の説明をさせていただきたいと思います。  

 栄町立体駐車場の今後の施設の在り方を検討するため、今年度、当該地区の駐車場の利

用供給の調査、こういったものを実施する予定でおります。  

 この調査結果を踏まえまして、民間への譲渡だとか、駐車場事業の廃止といった視点も

含めた将来的な施設の在り方を検討して、方針を定めていくこととしておりますので、ご

報告をさせていただきます。  

 説明は以上でございます。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきました、「千葉市栄町立体駐車場」の年度評

価につきまして「評価案」が示されました。  

 まずはじめに、この市当局の作成した評価の妥当性について及び指定管理者の施設のサ

ービス水準向上、業務効率化の方策、また改善を要する点等について、委員の皆様からご

意見をいただきたいと思います。ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたし

ます。いかがですか。  

 現状、全国ニュースで千葉駅前の動向というものが流れていて、６０％から、昨日でも

まだ５０％くらいということでしたが、駐車場は４月以降ほとんどご利用されている方が
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いないような状況になっている認識でいいですか。  

○片岡地域安全課長   そうですね、２月中旬か下旬くらいからでしたね、かなり広まっ

てきたという状況で、昨年の２月と３月を比べると、やっぱり大分落ち込みがありました

ので、依然そういう状況が続いていくのだろうなとは感じております。  

○吉田部会長  そうですね。ただ、こちらの指定管理者の管理として、収入と支出の減

少がほぼ同じ形なので、あまり固定費を抱え込まずに、売上げに応じた管理運営をされて

いるようなところは、安心材料としてはあるのかなと思います。固定費用が多いとその分、

収入が減った分だけ、独立採算制とはいえ、赤字を抱え込むようなことになるかと思いま

すので、そういったことは起きないように、かなり出勤のシフトや人件費についても加減

されているのかなとお見受けしております。  

 従来から部会の方からも、こちらが本当に市として運営していくべきなのかというお話

をさせていただいていたことに対して、市としてもの検討を始められるということなので、

それは部会としては後押ししたいお話かなと感じたのですけれども、いかがですか。  

○稲垣委員   僕も内容はこれでよろしいのですけれども、結局は今後どうするのだろう

と思いましたね。ここは我慢の経営をやっていくというのだけれど、その我慢の経営って、

する必要があるのかという問題がありますので、市としてどういう必要性があるかという

問題ですよね。  

 もう本当に純然たる民間の事業に任していいのではないかということですよね。この土

地、建物の有効利用をした方がいいのではないかというか。赤字ではないというだけでは

ね。しかも、今度コロナの影響でどんどん減る一方とも思いますしね。それは市の方で検

討されているのでしょうけれど、そこを期待するしかないということですかね。  

○吉田部会長  そうですね。過去には千葉市の違法駐車が多かったから、そういった市

の駐車場があるべきだというタイミングもあったのだと思うのですけれども、現状は民間

の駐車場も多くある中で、市の駐車場が残っていく必要性というのが、薄れてきているの

かなと考えています。  

 今回、検討されていく中で、次期は、まだ指定管理自体は続ける形になるのですか。  

○片岡地域安全課長   検討するに当たって、資産経営的な観点から見ると、今後続けて

いく場合には、当然膨大な修繕費用がかかったりするという視点と、あと都市計画の整備

区域にあるので、その都市計画施設として定められているという視点があります。ここに

ついては今後の駐輪需要、供給の見込みなどを踏まえた検討をしなければならず、数年か

かると見込まれますので、後で総合評価のところでも出てきますけれども、指定管理者制

度での継続というのが妥当かなと。  

 ただ、通常５年のところ、恐らく期間が少し短くなるのではないかと考えております。  

○朝香委員   すみません、説明をお願いいたします。  

 ５ページの３（３）なのですけれども、施設における事業の実施という欄がありますね。

そして施設の事業の効果的な実施、この辺がどのような実施かが分からないので、教えて

いただけますか。  

○吉田部会長  自主事業がないという中で「Ｃ」評価になっているということですね。  

○片岡地域安全課長   こちら特記事項を書かせていただいておりまして、施設の事業の
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効果的な実施の方で評価していますが、そこの中で提案があったサービス介助士有資格者

というのを事業者の方で提案をしていたのですけれども、その資格を持っていた方が退職

されて以降、空白になってしまっております。そこを確認したところ、令和元年度のモニ

タリングの際にもまだ対応ができていなかった、引き続いて対応しているという状況です。 

 先ほどのＡ３の資料で評価させていただいているところでございますけれども、少し細

かい項目があって、例えば場内照明の交換だとか、トイレのコーティングだとか、そうい

った施設面での対応というのがしっかりされているので、ここで「Ｃ」という形で評価を

させていただいております。  

○吉田部会長  そうすると、こちらの表の９番の自主事業は、収支は発生していないけ

れど自主事業を行っているという認識ということになりますか。先ほどの自主事業のご説

明との違いが出てくるのかなと思うのですけれども。  

○片岡地域安全課長   指定管理の中での自主事業という扱いではないのですけれども、

施設管理の委託費を削減するために、できるところを自分でやったりだとか。そうですね、

自主事業と言うのですかね。  

○吉田部会長  改めて、もう４年目で言うのも何なのですけれども、朝香委員の指摘は

鋭いなと思いました。自主事業がないという前提だと、この評価シート自体に少し違和感

がありますよね。もう今回最終年度なのでこのままでいいのですけれども、次の指定管理

期間には、自主事業がないのであれば項目自体がない方が、整合がとれて説明としてはす

っと入るのかなと思ったのですけれども、いかがですかね。  

○日野委員   あくまで自主的取組という位置付けですよね。事業としては使えるかどう

かという。  

○吉田部会長  だから、７番８番で評価されて、９はそもそも自主事業がないですよと

いう方がすっきりしますよね。  

○日野委員   確かに整理はできますね。  

○吉田部会長  今までこの表を何回も見ていたはずなのですが。途中からですよね、こ

ちらも添付していただくようになったのはね。  

 所管課への要望としては、自主事業がないというものであれば、評価項目自体もそこに

整合するような形が望ましいという、今後の評価シートの作成の際には検討していただき

たいと、部会として入れておいた方がいいかなと思いますね。  

 日野委員、お願いします。  

○日野委員   かなり経費削減に向けてご努力されているというところがあって、収入に

合わせて支出の部分もかなり抑えられているなと思っていまして、例えば人件費のところ

だと、資料５－１の２ページ目、例えばパート退職者の代替を代理団体が補填したりとか

いう、代理団体というのは、この指定管理者の関連企業という意味ですか。  

○片岡地域安全課長   シルバー人材センターの人です。  

○日野委員   そういうことですね。理解いたしました。  

 あともう一点だけ。上の４の（１）の収入の部分で、千葉競輪の一時休止と書かれてい

て、これ千葉競輪はリニューアルに向けて動き出していますよね。リニューアルされた際

には、この駐車場はやはりまた人が増えるという見込みなのか、もう全く関係性はなくな
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るのか、どのような感じですかね。  

○片岡地域安全課長   完成してからどういう形になっていくかというのが見えないので

すけれども、千葉競輪に関しては、もともと選手のための、選手を遠征したときに提携し

て使っているというものだったので、今は当然行われていないので、ないのですけれども、

また駐車場が整備されるのであれば、提携する必要がなくなってきてしまうという状況も

発生しますし、今後も引き続きという話があるのかどうか、まだ分かりません。  

 今後、在り方を検討していく中で、市の計画だとか様々な、その地域の開発などのこと

も踏まえつつ検討していかなければいけないので、また需要と供給のバランスというか、

そういったところを探っていければと考えております。  

○日野委員   そうですよね。いろいろと情報収集をいただいた上で、今後の検討を進め

ていただいた方が良いと感じました。  

○吉田部会長  ほかにご意見ありますでしょうか。  

○八木委員   指標の見方についてお伺いしたいのですけれど、１ページの達成率のとこ

ろで、関連して、資料５－５の２ページを見ますと、時間貸しと定期のものがあって、そ

れだと台数でカウントされているのですが、時間貸しだと多分２時間とか、短いものもあ

って、定期というのは多分、ずっとそこの場所を借りているイメージなのかなと思うので

すけれど、これを台数でまとめて足し算というのはできるのかな。達成率の評価というの

はどういうニュアンスなのか、教えていただけると。  

○片岡地域安全課長   台数の中には定期の利用も含まれていまして、延べで計算してい

ますので、定期があれば毎日埋まっているという、そういう計算になります。  

○八木委員   例えば２時間の時間貸しのものであっても、それは１件という、件数でカ

ウントするというようなニュアンスなのでしょうか。  

○片岡地域安全課長   そうですね。  

○八木委員   言い方を変えると、利用という意味では確かに件数で評価するのが妥当な

評価なのかなとも思うのですが、経営的な観点でいうと、収入の３分の２を定期で占めて

いるとすると、ずっとそこの場所を借りていて、時間の占める率で考えると定期のウエー

トはかなり大きいのかなと思います。そうすると、この達成率の資料の読み方も、違った

見え方はするような気もするのですが、もちろん、そこのニーズをどういうふうな形で評

価するかによると思うのですけれども。  

 関連して、同じく１７ページの契約台数の読み方について、スペースは２４５台しかな

いということだと思うのですが、台数が１，０３１台、これはどういう見方になるのでし

ょうか。  

○片岡地域安全課長   これも先ほどと同じ考え方で、延べで計算しております。  

○吉田部会長  ４万２，０５７台のうちの１，０３１台を、定期としてカウントしたと

いう見方になりますかね。  

○片岡地域安全課長   はい。  

○吉田部会長  実際、今これ、２００台ですよね、使用可能台数は。  

○片岡地域安全課長   はい。  

○吉田部会長  今の八木委員のお話からいくと、確かに台数よりも稼働率で算出されて
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いるのであれば、稼働率の方が、還元額の評価という観点からも、妥当なのかなという感

覚はありますね。  

 こちらの管理者はしないと思うのですけれども、例えば台数を増やすために１時間ごと

に入れ出しといったことさえできてしまうというのは違和感がありますよね。  

○八木委員   場合によっては、この指標が今４輪と２輪というふうになっていますけれ

ども、もちろんそれは何か区分があるのだとは思うのですが、収入のウエートでいうと、

そういう意味では、定期と時間貸しということのウエートの方が、かなり大きい区分で、

評価としては理解しやすいのかなと。逆に言えば、そこを分けてしまった方がこちらとし

ても認識がしやすいかなと思いました。どうもありがとうございました。  

○吉田部会長  恐らく過去の経緯から、２輪の駐車場を市として確保し、路上駐車を防

げるようなという市の政策もあったので、この項目自体は生かしているという理解だった

のですけれども、よろしいですかね。  

○片岡地域安全課長   はい。いろいろ要望等が出まして、整備した経緯がございます。  

○吉田部会長  成果指標も台数がいいのか、こういった稼働率の方がより実態に即する

のか、次期の指定管理期間に当たっては、せっかく管理者が出してきている指標ですので、

検討の余地はあるのかなと思いました。  

 その他、いかがですかね。  

○日野委員   あともう一点だけ。資料５－５の２３ページで、利用者アンケートを取ら

れていますよね。別紙参照になっているのですよね。別紙はついていますか。  

○吉田部会長  ５－１のアンケート結果に書かれているものと同じという理解でよろし

いですか。  

○片岡地域安全課長   内容はそうですね。昨年は少し離れたところに別表をつけたので

すけれども、５－１に入れた方が分かりやすいかなと思った結果、こちらでこの別紙が残

っていましたので、かえって分かりづらくなってしまい申し訳ございません。  

○日野委員   分かりました。回答者数７４だと、少ないかなという感じはしたのですが、

３月５日から１７日で、新型コロナの影響も徐々に出始めた中で、もう少し時期と長さを

ご検討いただくといいかなと思いました。  

○吉田部会長  若干、年度末に慌ててやったようにもみえますね。逆によくあの時期に

７４件答えていただけたなと。  

○日野委員   そうですね。  

○吉田部会長  コロナの影響もありますけれど、年度末に慌てて行うべきことを行うよ

うなことはないように、コミュニケーションを十分図っていただければと思います。  

 高くてもとめたいという方が来ているという意味では、民業圧迫はしていない施設なの

かなと認識しております。  

○日野委員   あと、このアンケートの下から二つ目の要望事項で、定期駐車場所の固定

化というご意見もあったそうなのですけれど、これはどうですかね。実際、いろいろ安全

性の面でも、何か問題が出るという意味ですか。  

○片岡地域安全課長   問題が生じるかというと、少し想定はできないのですけれども、

枠の中で十分運営できているといったような状況ですね。  
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○吉田部会長  管理者側の手間も増えるのかなと思いますね。分かっている方と分かっ

ていない方でとめてしまったときのトラブルとか、そういったものを考えると、逆に定期

の方の枠は確保されていて、満車になることはないような調整はされているのですかね。

今、千葉県の駐車場は定期契約をしていても、その枠すら確保しませんというふうに幕張

の方はなっていますので、まだ千葉市の方は定期利用者には優しいのかなと思っています。 

○日野委員   その点、優しいということですよね。  

○吉田部会長  では、皆様の意見としては出尽くした感じですかね。評価に当たっても

「Ｃ」評価は、違和感がないということかと思います。  

 では、皆様から様々なご意見をいただきましたが、総合いたしますと、市の作成された

年度評価案は妥当である。  

 それ以外に、今後、従来から部会の方からも申し上げていましたとおりに、市としても

公共施設の在り方の検討を始められるということですので、引き続き、どのようにこの施

設があるべきか、しっかりと議論していただきたいと思います。  

 収入が、独立採算制の施設という中で厳しい状況の中、十分な収支を確保されている点

は大変評価できるのかなと思っております。  

 周辺状況として千葉競輪場やそれ以外の施設についても、民間施設を含めて撤退等、閉

鎖も今後あると思いますので、その辺の状況も管理者と所管課でしっかりとコミュニケー

ションを取っていっていただきたい。  

 成果指標の台数というのがなかなか達成できない目標となっておりますので、その台数

での評価が正しいのかどうか、稼働状況、そういったものの評価の方がより実際に即した

形になるのではないか。従来だと、成果指標は達成していないけれど、利益が還元されて

いるのでいいですよねといった議論にはなっておりますので、利益還元を重視するのであ

れば、それに即した成果指標というものを考えるべきではないかということで、次の指定

管理期間に向けて、そういった成果指標の見直しということも考えていただければよろし

いかと思います。  

 あと、今回、アンケートの実施が３月５日から１７日と、かなり年度末にかかる期間で

したので、アンケートの実施等を指定管理者として行っていただきたいという要望の中で

は、もう少し計画的にユーザーの意見がしっかり集約できるような日程で行っていただく

ように、それもお伝えいただければと思います。  

 これらを踏まえまして、本部会の意見としたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では次に、年度評価では指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握するこ

とになっています。  

 これから計算書類等を基に、指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことにな

りますが、こちら、一部の資料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千

葉市情報公開条例第７条第３号に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条た

だし書の規定により、ここからの会議は非公開といたします。  

［傍聴人 退室］  

○吉田部会長  では傍聴人の方が退出されましたので、引き続き私の方から財務状況に
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ついて、ご説明させていただきたいと思います。  

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７条第３号に

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。）  

 一定の利益を十分に積み上げられておりますので、財務状況や倒産リスクについては懸

念事項はないと判断をさせていただきました。  

 こちらについては、簡単ではありますが以上にしたいと思います。よろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では、傍聴人の方をお入れいただければと思います。  

 傍聴人の方はもういらっしゃらないようですので、このまま続けたいと思います。  

 これまでの意見を踏まえまして「千葉市栄町立体駐車場」の指定管理者の行った施設の

管理に係る年度評価についての、本部会としての意見をまとめていくということになりま

すが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということで、ご承認いただけます

でしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございます。  

 では続きまして、総合評価について審議させていただきたいと思います。  

 施設所管課よりご説明をお願いいたします。  

○片岡地域安全課長   では、総合評価についてご説明いたします。 

 資料６「指定管理者総合評価シート」をご覧いただけますでしょうか。  

 １ページ、「１ 基本情報」につきましては、先ほどの「年度評価シート」と同じ内容

になっております。  

 その下、「２  成果指標等の推移」でございます。  

 「（１）普通自動車等の年間利用者（台）数」についてですが、４年間の累計は１８万

３，５２５台で、数値目標の２０万台に対して、達成率は９１．８％でした。  

 その下、「（２）二輪自動車等の年間利用者（台）数」についてですが、４年間の累計

は７，１２７台で、数値目標の１万台に対して、達成率は７１．３％でした。この１万台

は、先ほども少し触れましたけれども、指定管理者が提案時に提出した数値目標でござい

まして、括弧書きの本市が選定時に設定した数値目標である８千台の場合ですと、達成率

は８９．１％でした。  

 続きまして、２ページ、「３ 収支の状況の推移」でございます。 

 各年度の収支状況については、表のとおりとなります。  

 ４年間の収支の実績については、こちら表の右下の方になりますけれども、総収入は、

１億３，６７９万８千円、総支出は、８，５９９万１千円、総収支は、５，０８０万７千

円の黒字となります。本市への利益の還元額の合計は、１，８５６万４千円でした。  

 次に、３ページ、「４ 管理運営状況の総合評価」でございます。 

 一つ一つの項目の説明については割愛させていただきますが、提案時の事業計画の内容

と実績について評価した結果、どの項目も、おおむね事業計画のとおり実行されたと判断

し、個別項目・総合評価ともに「Ｃ」といたしました。  

 次に、４ページ、「５ 総合評価を踏まえた検討」でございます。 
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 「（１）指定管理者制度導入効果の検証」についてですが、現在の指定管理者を募集す

る際、募集要項では、「指定管理者制度導入により、駐車場管理業務等を行う民間事業者

の有するノウハウを活用することで、利用者の増加や管理経費縮減などによる利益の還元

の効果を見込んでいます」というふうに記載をしておりまして、利益の還元を求めるほか、

成果指標として、利用者（台）数の数値目標を設定しましたが、その結果、利益還元につ

いては通算で約１，８５０万円、利用者（台）数についても通算で目標の９割程度と、い

ずれもおおむね満足できる効果があったと考えております。  

 なお、「（２）指定管理者制度運用における課題や問題点」は特段ありませんでした。  

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」についてですが、民間事業者のノウハウ

を生かし、かつ利益の還元も見込める指定管理者制度については、引き続き導入すること

が適当であると考えております。  

 説明は以上でございます。  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 ただいま、所管から一通り説明をいただきました「千葉市栄町立体駐車場」の総合評価

につきまして「管理運営状況の総合評価」と「総合評価を踏まえた検討」が示されました。  

 この市当局の作成した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容につきまして、評価の妥

当性、指定管理者制度の導入効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、次期選定に向けて

の改善点等について委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。  

 ご質問も含めまして、何かございましたらお願いいたします  

 既に年度評価でもかなり議論がし尽くされたところかと思いますので、追加で何かある

ようでしたら、お願いいたします。  

 ２ページの収支状況の推移を見ていただければ一番分かるとおり、収入は２８年度に実

績で３，７００万円から３千万円まで減っているのですけれども、収支はずっと１，１０

０万円から１，２００万円と同じ金額というのは、先ほど、固定費が恐らく少ないのでし

ょうと申し上げたところかと思います。収入が減ったのと同じように、支出も減らされて

いて、収支が一定していて、利益還元額も一定していると。市としては理想的な管理者に

なるのかなと思っております。  

 常に４００万円から５００万円の利益還元をしてくれるけれど、でも、もう老朽化が激

しいところでの修繕費負担をどうしていくかという議論になっていきますね。  

 もう大丈夫でしょうか。皆さん、年度評価での話も踏まえて、総合評価にそちらは加え

させていただきたいと思いますので。  

 「Ｃ」という総合評価も妥当でよろしいですか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  では皆様からの意見をまとめますと、評価の妥当性につきましては、妥

当であるということですね。  

 制度継続の検討につきましては、先ほど年度評価でもありましたように、今後の在り方

を検討されていくということですので、その在り方の検討を部会としても支持をしていく

という形でよろしいかと思います。  

 次期選定に向けての改善点等ですけれども、こちらお話ししているとおり、収入が減る
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につれて、支出も減らされていて、指定管理者としては大変ありがたい管理を行っていた

だいておりますので、継続にも問題がないのかなと考えております。  

 これらを本部会の意見とさせていただければと思います。年度評価に合わせる形で総合

評価の方もまとめさせていただきます。  

 では、詳細につきましては、私の方で事務局と相談してまとめてまいります。よろしい

でしょうか。  

（異議なし）  

○吉田部会長  ありがとうございました。  

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、次期の指定管理者の選

定評価の際に十分反映していただければと思います。  

 以上で、議題２の「令和元年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価及び総

合評価について」の審議を終了したいと思います。  

 最後に、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願いいたします  

○小倉市民総務課長   それでは、今後の予定につきましてご説明させていただきます。  

 本日、委員の皆様からいただきましたご意見等につきましては、吉田部会長さんから選

定評価委員会の会長さんにご報告をいただきまして、その後、会長さんから市長宛に、審

議会の意見として答申をいただきます。  

 その委員会の答申を受けまして、市におきまして、委員会のご意見を「指定管理者年度

評価シート」及び「総合評価シート」に記載をして、７月下旬までに市ホームページに掲

載し、公表するとともに、指定管理者へ通知をいたします。  

 同様に、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同じく市のホームペ

ージで公表することになります。公表の時期が決まり次第、皆様にご報告させていただき

たいと思っております。  

 なお、本日の部会の会議録につきましても、後日、委員の皆様にご確認をお願いしたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○吉田部会長  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

か。大丈夫でしょうか。  

（なし）  

○吉田部会長  最後に、全体を通しまして、委員の皆様からほかにご意見、ご質問がご

ざいましたらと思うのですが、いかがですか。大丈夫ですか。  

（なし）  

○吉田部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は、すべて終了いたし

ました。ありがとうございます。  

 では、事務局、最後にお願いいたします。  

○小倉市民総務課長   本日は慎重なご審議、ありがとうございました。また、非常に寒

い中で、申し訳ございませんでした。  

 以上をもちまして、令和２年度の千葉市市民局指定管理者選定評価委員会、第１回市

民・文化部会を閉会いたします。  
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 委員の皆様、本日は、お忙しい中ありがとうございました。  


