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平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第３回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２６年１０月２２日（水）午後１：３０～３：３０ 

 

２ 場所：千葉市中央コミュニティセンター６階 講習室５ 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

   稲垣 總一郎委員（部会長）、潮来 克士委員（副部会長）、鏡 諭委員、 

   金子 林太郎委員、早川 恒雄委員 

（２）事務局 

   丸島生活文化スポーツ部長 

   吉原市民総務課長、佐久間市民総務課長補佐、宮本総務係長、石橋主任主事、 

石垣主事 

髙石文化振興課長、神﨑主査、西田主任主事 

 

４ 議題： 

（１）千葉市文化交流プラザの管理運営の基準及び提案について 

（２）今後の予定について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）千葉市文化交流プラザの管理運営の基準及び提案について 

  千葉市文化交流プラザの管理運営の基準について施設所管課からの説明後、申請者の 

 ヒアリングを実施し、意見交換を経て、申請者は千葉市文化交流プラザの管理を適切か 

つ確実に行うことができるものと認められた。 

（２）今後の予定について 

  今後のスケジュール等について、事務局から説明した。  

（３）その他 

  委員からの質問等を受け付けた。 

   

６ 会議経過：  

○佐久間市民総務課長補佐  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、今日は

雨の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、平成２６

年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回市民・文化部会を開催させていただき

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課長補佐の佐久間でございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第７条第３号に規定します情報を取り扱
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いますことから、非公開とさせていただいております。また、本日は、地球温暖化対策の

一環としまして、職員は軽装とさせていただいております。ご了承ください。 

 それでは、委員の方のご紹介でございますが、お手元の青いファイル、資料２の「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」の５名の委員の皆様でいら

っしゃいます。前回の部会から変更がございませんので、委員の名簿によりご紹介に代え

させていただきます。 

 続きまして、事務局職員をご紹介いたします。 

 まず、生活文化スポーツ部長の丸島でございます。 

 市民総務課長の吉原でございます。 

 文化振興課長の髙石でございます。 

 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、本日の会議の所管部長でございます生活文化スポーツ

部長からご挨拶を申し上げます。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それでは、皆様、市民・文化部会、今年３回目でござい

ますが、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。前回、８月に開催

させていただきました時には、かなり暑かったという記憶がございますが、今日はかなり

寒い日でして、上着を着ても寒いかなという感じでございます。 

 本日は、文化交流プラザの管理運営、今年度いっぱいで指定管理期間が切れますことか

ら、来年度以降の指定管理者の選定についてご審議いただくこととなっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 なお、今日は、この後に、若葉文化ホールのほうの視察もございますので、雨で足元が

お悪い中、大変恐縮でございますが、こちらもあわせてお願いしたいと思います。どうぞ

本日はよろしくお願いいたします。 

○佐久間市民総務課長補佐  それでは、議事に入ります前に、資料の確認を、改めてさ

せていただきます。 

 まず、机上に「次第」と「席次表」がございます。そのほか、青いファイルの中に、ま

ず、資料１といたしまして「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回市民・文化部

会進行表」、資料２が「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」、

資料３が「市民・文化部会で審議する公の施設一覧」、資料４が「形式的要件審査結果」、

資料５が「千葉市文化交流プラザ指定管理者管理運営の基準（平成２６年９月配付）」、資

料６が「千葉市文化交流プラザ申請者事業計画書」。 

 続いて、参考資料でございますが、１が「千葉市文化交流プラザ設置管理条例」、参考

資料２が「千葉市文化交流プラザ管理規則」、参考資料３が「千葉市文化交流プラザ指定

管理者募集要項（平成１９年６月配付）」、参考資料４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」、参考資料５が「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等について（平成２２年７月１６日千葉市市民局指定管理者選

定評価委員会議決事項）」、参考資料６が「部会の設置について（平成２４年７月２４日千

葉市市民局指定管理者選定評価委員会議決事項）」。最後に、指定申請書類一式がございま

す。 

 以上の資料を本日お配りしております。不足等ございませんでしょうか。よろしいでし
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ょうか。 

 では、続きまして、会議の成立についてご報告いたします。本日は全ての委員さんにご

出席をいただいておりますので、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。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。これからの議事につきましては、進

行を部会長さんにお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

○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。ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 議題１の「千葉市文化交流プラザの管理運営の基準及び提案について」に移ります。千

葉市の文化交流プラザは、次期指定管理予定候補者の選定にあたり、非公募とするという

ことですが、まず、審議方法等について、事務局からご説明をお願いします。 

○吉原市民総務課長  それでは、ご説明いたします。 

 まず、非公募の場合の審議方法ですが、申請者から提出された事業計画書及び収支予算

書が、市で作成いたしました管理運営の基準に適合しているかどうかについて、委員の皆

様にご確認いただき、ご意見をいただきたいと存じます。採点表や審査表はございません。 

 次に、審議の具体的な流れについてご説明いたします。資料１の「第３回市民・文化部

会進行表」をご覧ください。まず、施設所管課より管理運営の基準等についてご説明いた

します。次に、申請者を入室させまして、申請者へのヒアリングを行います。最初に、申

請者から、自己紹介を含め、提出した事業計画書及び収支予算書について、１０分以内で

説明をしていただきます。その後、２０分間の質疑応答を行っていただきますので、申請

者へご質問がある場合にはここでご発言をお願いいたします。２０分が経過しましたら、

申請者には退室していただきます。申請者の退出後、申請者の提出した事業計画書等につ

いて「こうすればもっとよくなる」といったようなご意見など、委員の皆様で意見交換を

していただきまして、最終的に部会としての意見を取りまとめていただきます。 

 なお、次期指定管理予定候補者の選定を非公募で行うこととした経緯につきましては、

この後、施設所管課から説明させていただきます。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。この流れについては、質問はございませんか。 

（なし） 

○部会長  それでは施設所管課からのご説明をお願いします。 

○髙石文化振興課長  文化振興課でございます。ご説明は座ってさせていただきます。 

 それでは、まず、指定管理期間に実施されました本施設のあり方の検討の結果というこ

とと、この次期指定期間が非公募になった経緯について、今お配りいたしました「非公募

選定に至った経緯について」の書類でご説明をさせていただきたいと思います。 

 千葉市文化交流プラザにつきましては、平成２１年度に行われました事務事業評価の外

部委員評価におきまして、「廃止すべき」あるいは「民営化すべき」というようなご意見

をいただいたところでございます。また、平成２４年５月に開催されました選定評価委員

会第１回市民・文化部会におきまして、「公益性と収益性の観点から、今後の文化交流プ

ラザのあり方を考えていく必要がある」とのご指摘をいただきました。 

 こうした中で、平成２５年度より、あり方の検討をしてきたところでございます。中央
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コミュニティセンター及び市役所前市民センターを、本施設へ移設することにより、より

公益性の高い施設へ転換できないかということを目指しまして検討してきたところですが、

多大な費用が必要になるということが判明したため、コミュニティセンター化については

断念するということになりました。具体的には、公益性の高い施設へ転換するための施設

の改修費用としては２３億円がかかる、あるいは、今後２０年間、この建物を維持してい

く上での更新費用が３３億円かかることが試算されました。 

 今回のあり方検討の結論といたしましては、コミュニティセンターの移設は行わないこ

と、本施設の大規模な設備更新は実施しないこととなりました。 

 そのような結論の中で、再度、このプラザについての施設のあり方検討を実施しなくて

はならないという状況になってきたわけでございますが、次のあり方検討をする上で、前

回の、コミュニティセンター化できないかというようなあり方の検討とは若干内容が異な

ってまいりまして、より広範な検討が必要になってくるというところがございます。まず、

前提として、千葉市におきまして、平成２６年７月に千葉市の「公共施設見直し方針」と

いうのが全市的に策定されたところでございます。これは、今後３０年間を見据えた公共

施設の見直しの考え方やアプローチについての方針を定めたものでございますけども、こ

の方針を受けますと、ちょうどＪＲの千葉駅前にこの千葉市文化交流プラザがあり、市民

会館があり、文化センターがあり、この３施設が文化施設として集中しているという現状

がございます。これらの文化施設の利用状況等について、あるいはその課題について基礎

調査を行いまして、市有施設の資産経営的な観点からの検討、そこにこのプラザのあり方

を検討していくという側面での検討が必要になってまいります。また、この文化施設、３

つの文化施設が千葉駅周辺に集中しているところではあるんですけど、その状況だけでは

なく、今後、千葉市において市役所本庁舎のほうの整備計画が進められていく、あるいは、

スポーツ施設の整備計画が進められていくというようなことがありまして、それらとの整

合性を図りながら、立地などを含めた検討もやはり必要になってくるというようなことで、

前回、この２年間で行っていたあり方の検討とは少し異なる、より広範囲での検討をさせ

ていただくというようなことが必要になってきたところでございます。このような、千葉

市民会館、また千葉市文化センターを含めた文化施設の再構築の検討、さらに本庁舎整備

計画、スポーツ施設整備計画との方向性の確認をするということで、検討期間としては平

成２７年度から２９年度までの３年間を見込みたいというふうに考えております。 

また、この間、あり方を検討する間につきましては、現指定管理者の千葉トリニティ

運営事業体を、次期指定管理予定候補者として引き続き選定したいと考えております。理

由といたしましては、７月に行われました第１回市民・文化部会、皆様にご出席いただい

たところでございますけども、そこにおいても総合評価でＡ判定をいただいております。

これまでの管理運営の実績が良好であるということがございます。また、次のあり方を検

討していく間、３年間という短期間でございます。この短期間の中で、独立採算での運営

をしていただくということになりますので、その中での、現状以上の市民サービスの水準

を維持するということ、安定した管理運営を継続できるということ、これらが見込まれる

であろうということで、現指定管理者の千葉トリニティ運営事業体に引き続き指定管理を

していただこうという考えでございます。 

 ちなみに、指定管理者の指定に当たってでございますけども、赤のインデックス、参考
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資料１に「千葉市文化交流プラザ設置管理条例」がございます。その３ページをおめくり

いただきまして、第１５条、こちらに、指定管理者につきまして、「指定をしようとする

場合は、規則で定めるところにより、公募するものとする。」ということで、公募が原則

ということになってございます。ただし、続いて、赤のインデックスの参考資料４をお開

きください。こちらに、「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」がご

ざいまして、こちらの１ページの第２条第３号のところでございますが、「本市の施策そ

の他の事由により公募の方法によらないことについて合理的な理由があるとき」、これに

ついては公募の方法をとらずに、非公募で運営できると書いてございまして、例えば、こ

のケースとしては、当該施設のあり方の検討などをするというような合理的な理由がある

場合は、公募によらないことができることになっております。以上のような理由で、今回

は非公募での選定をさせていただいたということでございます。以上、駆け足で恐縮でご

ざいますけど、非公募に至った経緯ということで、ご説明をさせていただきました。 

もう１点は形式的要件の審査というのがございまして、こちらは青のインデックスの

資料４をお開きください。こちらは「平成２７～２９年度指定管理者指定に係る形式的要

件審査」ということで、今回、先ほど申し上げました千葉トリニティ運営事業体の資格に

ついて、私どものほうで審査したものでございます。千葉トリニティ運営事業体は、代表

企業が株式会社千葉マリンスタジアム、構成員として公益財団法人千葉市文化振興財団、

同じく構成員として株式会社千葉共立の３団体から成る共同事業体でございます。 

 各団体の審査結果でございますが、このページにも書いてございますけども、上から項

目がアからキまで振られてございます。全部で７項目あるんでございますけども、この７

項目について要件を満たしておるという審査結果になっております。 

 ちなみに、審査項目のキのところでございますけども、「団体またはその役員が、千葉

市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等又は

第９条第１項に規定する暴力団密接関係者でないこと」に関する調査につきまして、こち

らに書いてあるんですが、事前にお配りしました資料には、ここの部分については照会中

となっていたところですけども、本日の資料をご覧いただいておりますように、千葉県警

察のほうから、こちらについては大丈夫であるという回答をいただいているところでござ

います。形式的要件の審査結果につきましては、以上のような内容でございます。 

 引き続きご説明をさせていただきますが、管理運営の基準及び事業計画書についてご説

明させていただきたいと思います。資料のほうが、配付されております資料の青のインデ

ックスの５、こちらに「千葉市文化交流プラザ指定管理者管理運営の基準」がございます。

それと、「事業計画書」というのが、同じ青のインデックスの６、こちらにございます。

それと、「募集要項」につきましては、赤のインデックスでございますけども、参考資料

３、こちらにございます。 

順次説明させていただきますが、まず、管理運営の基準についてでございます。次期

指定におきまして、あり方検討を行う３年の間、市民利用に混乱が生じないよう、サービ

スに支障を来さないよう、平成２０年度から２４年度の指定管理者公募時に作成いたしま

した管理運営の基準、これと、平成２４年度非公募指定時に作成されました管理運営の基

準、これらの追加項目を原則として継続適用させていただくということで、こちらに示さ

せていただいているところでございます。 
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 ただし、前回の指定管理運営から、管理運営対象及び管理運営条件に関しまして変更が

生じている部分がございます。そこにつきましては、変更をさせていただいております。

以下、３つほどございますので、その変更点を申し上げたいと思います。 

 まず、これは、今年第２回定例会の議会におきまして、本施設の８階から１０階で運営

されておりましたプール、トレーニング室及び温浴施設の関係につきまして、２６年度末

をもって廃止するという議決がなされておりますので、これを受けまして、当該プール、

トレーニング室及び温浴施設の運営及び維持管理に係る部分については削除させていただ

いているところです。 

 ２点目の変更点といたしましては、次期指定管理期間では、独立採算での施設の管理を

していただくことになっておりまして、２４年度に非公募で指定したときには、指定管理

委託料を若干、２年間ということで出していた経緯がございますが、今回につきましては

独立採算、指定管理委託料はゼロということで運営させていただく関係がございます。管

理運営の基準への追加項目の中では、その点を削除させていただいております。次期指定

管理期間では、先ほどご説明させていただきましたように、プール、トレーニング室及び

温浴施設の運営を廃止することとなりましたが、この事業での多額の運営赤字が今後無く

なることが想定されますので、独立採算での施設運営に切り替えることが可能であるとい

うように判断して、このように対応させていただいたところでございます。 

 最後に、３つ目の変更点でございますけども、これもプール、トレーニング室及び温浴

施設の廃止と関係があるんですが、本市においてもプール、トレーニング室及び温浴施設

の跡施設の利用につきまして検討しているところなんですけども、平成２７年度からにつ

きましては、新規の文化施策としての事業内容が今後決まってくるまでの間、指定管理者

については最低限の清掃・設備保守・害虫駆除等を継続するという項目を新規項目として

追加させていただき、以上、３つの点について変更をさせていただいたというところでご

ざいます。 

 今回、公募での指定管理者選定ではございませんので、募集要項について作成をしてお

りません。平成１９年度に公募した際に配布した募集要項の必要事項について、部分的な

適用をするという形をとらせていただきまして、具体的には、先ほどお示ししました赤の

インデックスの参考資料３、こちらは平成１９年度のときの募集要項でございますけども、

こちらの７ページ目、「第６ 市の施策等との関係」、これをそのまま適用させていただく

のと、１５ページ目、「第９ 経理に関する事項」、こちらもそのまま適用させていただき

ました。あと、１８ページ目、「第１１ 関係法規」、こちらについてもこれを適用させて

いただきました。最後、１９ページ目、「第１２ その他」の項目、こちらについても適

用させていただきました。この４項目を部分的に適用させていただいて、募集要項という

形で使わせていただいたところになります。 

 それと、最後になりますが、青のインデックスの６番をご覧いただきたいと思います。

千葉トリニティ運営事業体より提出されました事業計画書についてでございます。プール、

トレーニング室及び温浴施設の廃止に伴う管理運営の範囲・条件の変更に対応する部分を

修正しております。それ以外の部分につきましては、前回の指定管理期間と同様の管理運

営の内容を維持継続することということで、私どものほうで確認をさせていただいている

ところでございます。 
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 説明は、雑駁でございましたが、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○部会長  どうもありがとうございました。 

 では、これについて、今、何かご質問があったらお聞きしていただいて。わかりにくい

点とか。どうぞ。 

○委員  非公募に至ったところなんですけど、前のときに、非公募にすることによって

影響を受ける方がいらっしゃいましたか。あるいは、実際にこれに参加したいんだけど参

加できなかった業者とか、前回のときに公募したときにはどういう形で選考されたのか知

りませんけど、今のは、二者ほど、複数の手を挙げられてこちらに決まったのか。 

○髙石文化振興課長  やはり前回も、この選定評価委員会にお諮りしまして、非公募で

の選定を事前にお願いしてございます。その上で、事務は進めてまいりました。 

○委員  わかりました。 

○部会長  どうぞ。 

○委員  先ほどの公共施設のあり方の問題を指摘していましたよね。市役所本体とスポ

ーツ施設の全体の見直しを２７年から２９年にやるんだと。あと、もう一つ、そこの要因

となったのは、ファシリティマネジメントの話が少しあったと思うんですけど、これはや

っぱり千葉市全体として、ファシリティマネジメントというのは、具体的な数字とか計画

書というのはお持ちなんですか。 

○髙石文化振興課長  全体としては、その方針が出たということで、昨年ですか、定め

られたとは思うんですが。ただ、どこを具体的に削減していくかとかというところまでは、

具体的に決まっているものではありません。ただ、今後、老朽化していったりする施設が

出てまいりますので、特に文化施設で、先ほど申し上げた千葉駅周辺ということで申しま

すと、千葉市民会館が非常にもう、建ててから４１年を経過してきておりまして、その市

民会館も含めて、今回の京葉銀行文化プラザも２年間検討したんですけども、結論として

は、どのように今後していくかまでは決定し切れなかったという部分もあります。 

 その両面を、今後、文化施設としては検討していかなければいけないというところは、

千葉市としてはございます。 

○委員  どの自治体も公共施設のあり方については大変大きな課題になっているわけな

んですが、そういう視点からすると、この見直しのあり方というのは、当然、公共施設が

縮小方向に向かうというふうに思うんですよね。ですから、そういう点から考えて、今回

の文化交流プラザも、大きくその位置付けを見直していく必要が出てくるのかもしれない

なと思います。 

今後、ファシリティマネジメントの計画でいくと、恐らく何百億単位で全体としては

必要になってくるだろうし、それを例えば３０年ぐらいの間で、一般会計の中で捻出しな

ければならない。ですから、市の持っている情報について教えていただければ、我々も審

査する中でその要因を加味しながら判断できると思いますので、情報としてまとまったも

のがあるのであれば、これを教えていただきたいと思います。 

 それから、もう１点。２５年から２年間で、スポーツ系のスパとかプール部分でお金が

出ていたという話をされたんですが、どのぐらいの費用を委託料として出していたのでし

ょうか。委託時の、指定管理者の費用として出しているのですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ２年間。この施設を管理するにあたり、不足分を補填す
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るということで、委託料として年間１，５００万円前後を２年間です。 

○委員  確認なんですが、そうすると、そのスパとプールの分が無くなれば、その分は

黒字になるだろうという、その１，５００万円分以上に、費用としては上がっていくんだ

というふうな、そういうことなんですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  多少毎年増減はございますが、毎年度大体スパとフィッ

トネス部分だけで、４，０００万から７，０００万円ぐらいの赤字が結果的に出てきまし

た。その部分の赤字が無くなるので。もちろん赤字が全部無くなるわけではありませんが、

数字的には、経営的にはかなり良くなる、そういう金額にはなっております。 

 あと先ほど委員がおっしゃった、資産経営的なお話なんですが、実は資産経営部のほう

で、市全体の公共施設のファシリティマネジメントを考えておりまして、全体で、施設の

面積を確か１５％ぐらい若干減らすという目標を立てております。ですから、市とすれば

当然、施設運営を考えていく中で、今の施設規模ではもちろんやっていけないので、施設

を減らすという方向を、全体の面積を見直しております。 

 その目標があるのと、我々、今、この施設は、収益施設がありまして、本来、市が税金

を投入して維持していく施設かという議論もあるんです。そういった中で、それを維持す

るのかという側面と、それから、今、課長が申しておりましたけど、近隣にある市民会館

というホールがございますが、こちらはもう老朽化が、非常に痛んでいまして、こちらも

建てかえを視野に入れなければいけない。 

 では、ホールの建てかえと、資産経営的な面と、あともう一つ、中央区には文化センタ

ーという、またホールがありまして、それを総合的に考えて、ホールの建てかえと資産経

営上の検討もさらにしなければいけないということで、前回は２年間のあり方だけを検討

しましたが、そこまで含めると、あと３年ぐらい必要だということで、今回３年でお出し

しました。 

 なおかつ、そこにプラス要因として、また、市庁舎の建てかえとか、スポーツ施設の建

設等も随分絡んできてしまって、複雑な問題が入ってきまして、簡単には決められないと

いう状況が千葉市にはあるという現状でございます。 

○委員  ありがとうございました。 

○委員  今のスパに対してそのとおりにうまくいくかわかりませんが、予算のときはゼ

ロでしたよね、独立採算で。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○委員  というのは、今日、これから出てくる資金計画との兼ね合いもありますから、

それも考える必要がある。結果的に赤字を補填して、支援したと、こういう理解でいいで

すよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  最初、２年間あり方検討をするときには、彼らは５年間

の指定管理で、それぞれの年で想定した予算組みをしていたところを、我々が建てかえを

検討するので２年間だけにしてくださいと言ったんです。ですから、その３年分ちょっと

資産経営的な、将来見込を前倒ししてしなければいけなくなるので、その分を補填すると

いう金額で、１，５００万ずつ委託契約をしたというだけなんです。予算、２年だけです。

それ以前は、独立採算で。 

○委員  わかりました。 
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○部会長  よろしいですか。何かほかにご質問とか、ついでにご意見でも。 

 結局、こういう特殊な事情なので非公募にするしかないと。それについては、今までと

同じところで、健全な、今までの実績から見ていいだろうと、こういう意味ですね。 

 これ自体について、何かご意見、特にございませんか。 

（なし） 

○部会長  それでは、この辺で終わって、今度は、申請者である千葉トリニティ運営事

業体へのヒアリングを行いたいと思いますが、よろしいですか。 

［千葉トリニティ運営事業体 入室］ 

○部会長  それでは、約１０分程度で、本日の出席者の方の自己紹介と、それから事業

計画と収支予算等についてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お

座りになったままで結構です。 

○千葉トリニティ運営事業体  それでは、始めさせていただきます。 

 私は、千葉トリニティ運営事業体の代表企業であります、株式会社千葉マリンスタジア

ム専務の久保木でございます。 

 それから、隣が部長の芝入でございます。 

 それから、次長の白井でございます。 

 それから、構成企業であります株式会社千葉共立、統括の鈴木でございます。 

 それから、同じく構成企業であります公益財団法人千葉市文化振興財団の石丸課長でご

ざいます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、指定管理事業計画における基本的な考え方につきましてご説明を申し

上げます。お手元の資料の事業計画書の１ページ目でございます。 

 まず、「管理運営の考え方」でございます。私ども千葉トリニティ運営事業体は、本施

設の設置目的及び千葉市の文化施策を十分認識し、７年間の実績とノウハウを最大限に発

揮し、指定管理者として最も信頼をいただけるよう努力をしてまいります。当運営事業体

は、本施設のコンシェルジュとしてゲストである多くの市民をお迎えし、安全・快適に、

本施設を利用いただき、その機能が存分に発揮できるよう体制を整えてまいります。さら

に、使いやすさ・サービスのクオリティを追求してまいります。 

 また、平成２４年６月より施行されました「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」、

この趣旨にのっとりまして、音楽ホールの活性化を図ることにより、実演芸術の振興を図

り、もって心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現等に貢献をしていく所存でござ

います。 

 具体的には、先日、新聞発表もありましたが、現在、県内唯一のプロオーケストラであ

りますニューフィルハーモニーオーケストラ千葉が、私ども京葉銀行文化プラザを拠点化

することになりまして、本年６月に千葉市、ニューフィル千葉、それから私ども千葉トリ

ニティ運営事業体と連携協定を締結したところでございます。これによりまして、さらな

る企業向上につなげてまいる所存でございます。 

 次に、２８ページ目以降の収支予算見積書をご覧いただきたいと思います。まず、指定

管理事業収支でございますが、平成２７年度につきましては、指定管理事業収入といたし

まして、１億９，７４７万５，０００円。それから指定管理事業支出といたしまして、２
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億４，４８６万７，０００円。収支といたしまして、マイナスの４，７３９万２，０００

円でございます。次に、自主事業収支でございます。自主事業収入につきましては、３億

４，６５１万７，０００円。それから、自主事業支出、２億９，１９０万７，０００円、

自主事業収支といたしまして、プラスの５，４６１万円でございます。 

 この全体収支といたしまして、全体収入が５億４，３９９万２，０００円。それから、

全体支出が５億３，６７７万４，０００円でございます。全体の収支といたしまして７２

１万８，０００円でございます。これにつきましては、最低限、確実に確保できるという

前提での意味での予算額を計上したところでございます。 

 次に、平成２８年、２９年度につきましては、この平成２７年度をベースに予算化した

ところでございます。全体収支が全体収入の１０％を超えた場合につきましては、その２

分の１を契約どおりに市に還元する予定でございます。少しでも還元できますよう、私ど

も、精いっぱい努力してまいる所存でございます。 

 以上、大変簡単ではございますが、計画の概要と収支についてご説明を申し上げました。

以上です。 

○部会長  ありがとうございました。他の方はよろしいですか。 

 では、今後の説明は終わりということで、委員の皆さんからご質問など、今の説明に関

して何かご質問があれば、ご質問をお願いします。どうぞ。 

○委員  平成２５年度は収支実績としてマイナスだったと思うんですけども、この２７

年度はプラスになると。この大きな理由としては、スパとか、スポーツ施設がなくなるこ

とによる収支差額の改善ということでよろしいんですね。 

○千葉トリニティ運営事業体  大きな、私どもの、前提でございます。ただ、引き続き、

音楽ホール、小ホールにつきましては、やはりマイナスになりますので、その分を宴会場、

レストランで。 

○委員  自主事業のほうで。 

○千葉トリニティ運営事業体  ええ、自主事業のほうでリカバーすると。ただ、その額

も、先ほどお話し申し上げましたとおり、最大限、確実に確保できるという数字を計上い

たしました。ですから、多分、全体の収支を見るともうちょっと行くのではないかなと予

想もされますが、ここは水ものの商売ですので、厳しく私どもも算定したというところで

ございます。 

○委員  今、平成２６年度の数字は、これは今も進行中だから、見積もりではあると思

いますけども、大体、概算としては２５年度と同じような結果になりそうですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  ええ、現状ではそのくらいですが、今の達成度で見ます

と、上期、９月までの係数に対しては、約８割ぐらいの達成率ということでございますの

で、後半、ちょっと不足分をカバーいたしまして、予算どおりに着地したいというふうに

考えます。 

○部会長  ８階から上は、今年いっぱいやっていると。だけど、来年からなくなると、

その関係のお客さんも少しは減るんですよね、レストラン。 

○千葉トリニティ運営事業体  これは、あくまでレストランに昼間来ていただいている

お客様が、上のフィットネス、スパの利用者のお客様なんですが、人数で換算しますと、

１日１０名前後のお客様が常時使っていただけているという形でございますので、それほ
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ど上のスパをやめたからといって、レストラン、宴会事業に影響を及ぼすものではないと

いうふうに考えております。 

○部会長  それは減益、減収要因ではあるということですね。 

○千葉トリニティ運営事業体  ええ、多少はあると思いますが、決して。軽微なものか

なと思っております。 

○部会長  そうですね。それで、駐車場、車で来る人も減りますもんね。 

○千葉トリニティ運営事業体  はい。 

○部会長  ほかに、特にご質問とか。どうぞ。 

○委員  最初から、そういう仕組みになっているわけですけど、一生懸命レストランで

稼いで、文化ホールだとか、音楽ホールを維持管理していくというのが、指定管理業務の

基本的な仕組みなんですよね。だから皆様方は本当に大変だというふうに思っているわけ

ですけど。今までも結構な時間をかけて努力してきて、もうばからしくてやってらんない

よとか、そんなことはないですか。大丈夫ですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  それはもう。 

○委員  幾らもうかったって自分たちのものにならないし、みんな市の方の管理費に回

ってしまう。それなら、一生懸命やらないよということにならないか、そういうふうなご

心配は要りませんよということをお聞きしたいのです。 

 それからもう１点は、ホール事業のところで企業の説明会とかの記載があるんですが、

予算の中にそういうのは入っていないんですね。その希望だけが書いてあって、収入を見

ると、音楽会とか何かの収入は多く入っている。音楽専用ホールとしての活用だけではな

く、企業とかの説明会やセミナー、講演会など多目的な利用と書いてある。そこは、収支

の中では見込んでいないということですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  これは、利用料金収入になってしまうんですよね。自主

事業収入じゃなくて、利用料金収入になってしまいますので。 

○委員  この中、入っているのですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  入っています、利用料金収入の中に。自主事業ではなく、

一般利用みたいな形になります。２８ページの次を見ますと。 

○委員  いや、２３ページに書いてある。 

○千葉トリニティ運営事業体  そこには入っていません。 

○委員  これ、追加で出てきたのじゃなくて最初からついてたんですよね。その中にな

いからお伺いしているんです。２８ページに全部書いてくれてたらいいんです。ホールの

自主事業なら。 

○千葉トリニティ運営事業体  ２８ページの次の「利用料金収入（Ａ）」がありますよ

ね。この中に含まれています。 

○委員  ああ、入ってるのですね。 

○千葉トリニティ運営事業体  入ります。 

○委員  じゃあ、そういうふうに活動も積極的におやりになるという。 

○千葉トリニティ運営事業体  そうです。営業活動も。 

○委員  そういう理解でいいのですか。自主事業じゃないんですね。わかりました。 

○部会長  ほかに何か、特にお聞きしたいものとか。 
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○委員  ちょっと１点気になったんですけど、人員等を見ると、常勤の方が３４名で、

管理をされている方が３人。そのほか、非常勤１９０名お願いしていますよね。当然、千

葉県の最低賃金をオーバーしていると思いますけども、これだけ多くの非常勤の方を抱え

られて事業をされているわけですね。そこについて、特にご配慮いただいている点がある

のかどうか。そこを１点伺いたいのと。 

 あとは、離職率に関して、比較的長く勤務されている方も多いようなので、非常勤であ

りながらも長く勤務されている要因について伺いたい。 

○千葉トリニティ運営事業体  まず、非常勤の業務として、宴会部分のウエイターがい

るんですが、繁忙期ですとか閑散期によって人工が違いますので、いわゆる派遣会社では

ないんですけれども、配膳会というものと契約しております。大体１，２００円から１，

５００円ぐらいの時給ですね。ですから、県の基準賃金はオーバーしているというのと、

中に、チーフとなる人間がずっと常用で、ですから、ずっとおりますけど、そういう者が

何名かおりまして、その人間がコントロールするというようなシステムです。ですから、

長く勤務している者はそういった者でございまして、１９４名が常に１９４名いるわけじ

ゃなくて、宴会があれば３０名、４０名いる。なければ１０名から１５名。レストランの

方は、６、７名常時おりますけど、そういった関係でこの数字が出ているものです。 

○委員  これまで経験の中で、特に非常勤の方が足りなくなったとか、そういうことは

起きてはいないんですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  繁忙期はそういうことがありますので、他のホテルさん

から回してもらうということはございます。 

○委員  大分、労働環境が変わってきて、東京オリンピックとかアベノミクスとの関係

もあって、その中で非常勤の方を雇い入れるということは難しいというような話も伺って

いるんですけども、その点で、特に変わったなというふうに思われる部分というのはあり

ますでしょうか。 

○千葉トリニティ運営事業体  特に、常用のアルバイトというのはやはり飲食面は少な

くて、ですから、やはり契約して、そういった配膳会等からの派遣・紹介がなければ、や

はり成り立っていかないかなというところがございます。 

○委員  やっぱりサービスとして、利用される方に安定したサービスを、気持ちよく使

っていただくためには、できるだけ慣れた方を使っていただいたほうがいいわけです。そ

こについてはぜひご配慮いただきたい。 

○千葉トリニティ運営事業体  必ず配膳会から教育された者が派遣されてまいりますの

で、そういった面では必ず安定しているサービスが行われていると思います。 

○委員  関連でお伺いしていいですか。調理スタッフが１６名になっていますが、３人

が非常勤であると。これは２交代ですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  シフト制でございます。 

○委員  だから、２交代ですか。早番・遅番という。 

○千葉トリニティ運営事業体  早番・遅番というよりも、宴会は夜にやりますから、午

後出勤で来るのが、シフトで。そういう意味では、早番・遅番ということですね。 

○委員  シフトと理解してよいのですね。 

○千葉トリニティ運営事業体  はい。 
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○委員  これだけの来場者で十何人も下にいるといったら多過ぎますからね。もしそう

いうことだったら、コストダウンできる。 

○部会長  直接、配膳会とかで頼んでいるほうが安定するんでしょうね。自分で直接や

るのは大変ですもんね。 

○千葉トリニティ運営事業体  はい。 

○部会長  どうぞ。 

○委員  配膳とかそういうふうに、いわゆる派遣業者に頼むということは、派遣業者を

切り離せないということですから、そうやって書けばいいんです。 

○千葉トリニティ運営事業体  そうですね。 

○部会長  しょうがないんですよね。シフトは不安定で、そのための人数、スカウトす

る人が必要になっちゃいますもんね。 

○千葉トリニティ運営事業体  そうですね。ただその割合は年々減少しているんです。 

○部会長  ああ、そうなんですか。 

○千葉トリニティ運営事業体  ええ。 

○委員  勤務地が非常に便利だから、ゴルフ場でパートを雇うとかそういうのと違って、

もっと雇いやすいと思うんですけどね。 

○千葉トリニティ運営事業体  うちは、浦安のテーマパーク関係でのホテルのウエイト

レス、ウエイターの人たちがうちへ来てもらっています。その入れかえみたいな感じに現

状ではなっていますね。ですから、うちのウエイトレスさん、ウエイターは浦安のほうへ

来いというような形で、もう一人一人のスキルも高いと思います。 

 やっぱり今おっしゃられていたとおり、その派遣の比重がちょっと、委員がさっきもお

っしゃったとおり、年々２名、３名と減っています。 

○部会長  私もフィットネスの、あちらのほうがなくなるとそれぞれの雇用はどうなる

のかなと思ったんですけど、よそから派遣されているので問題ないわけですよね。直接雇

用をどうするかという問題はないということですよね。 

○委員  ちょっと雑談で議論したんですけども、スパフィットネスの部分を補填してい

たのが今度はなくなるから、その分についての指定管理委託料はいらないだろうという方

向だと伺ったんですけれども、今度は施設の管理そのものですから、堂々とお願いしても

いいって言えばいいんですよね。 

○千葉トリニティ運営事業体  はい。 

○委員  収入支出の面で努力しようがしまいがそれだけのコストはかかるわけですから、

今回は相当に儲けてそれを還元するというのは。それはよろしいということで、この申請

になっているんですよね。 

○千葉トリニティ運営事業体  はい、そうです。 

○部会長  ほかに。直接関係ないところもついでにご質問、気になることがあれば、お

聞きして。ないでしょうか。 

（なし） 

○部会長  よろしいでしょうかね。 

 それでは、よろしいようですので、終了させていただきます。どうもご苦労さまでした。 

○千葉トリニティ運営事業体  どうもありがとうございました。 
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［千葉トリニティ運営事業体 退室］ 

○部会長  では、早速、会議をまた再開したいと思います。 

 今のご質問、説明等を聞いて、申請者の事業計画書等について、もっとこうすればいい

とか、そういうご意見などがあれば、お願いしたいと思います。どうぞ。 

○委員  今度は市の補填とかサポートとかがないわけですから、このとおり行かなかっ

たらなくなってしまうということですか。その後どうするのか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  我々はスパ＆フィットネスを閉めることによって。 

○委員  そのために努力してもらうという理解でよいのですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  相当の収益をあげていただき、我々にバックしていただ

けるんじゃないかなと思ったりもしています。 

○部会長  今度は委託料がなくなるということだから。なくなるから、一番、結局、一

応監督はするんだけど、やっぱりお金を払うか払わないで、何となくイメージが、監督す

る実質的な力はちょっと野放しになる傾向はあるかもしれない。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そういうことも含め、我々は常に監視をしていかなきゃ

いけない。 

○部会長  そうですね。そうすると、お金もらっていないんだし、ということで。 

○委員  いや、ただ、この事業が収益事業として成り立つんだったら、それこそ、将来

的にはファシリティマネジメントの視点からすれば、できるだけ早く民間に移管して、民

間主体にしていくという流れが加速すると思うんですよね。ある意味、実験的な事業じゃ

ないかなという気もします。ですから、ぜひ、事業者さんには頑張っていただいて、大き

な利益を上げていただければなと思います。 

○部会長  結局、委託料は出さないけども、建物はただだったりとかするわけですから

ね。普通の民間に比べたら、非常にやっぱり有利なわけですよね。同じレストランでも、

民間ですら、建築費からみんな高額に出費しているわけですから。建物はいわば無料で使

わせるということですもんね。 

○委員  今のご発言というのは、成り立つんですか。もうちょっと端的に言えば、今度、

スパ、フィットネスをやめる、業務を変えたりなんかしているけど。例えば、施設を指定

管理じゃなくて、建物だけ貸すということは、これは成り立つんですか、市の考え方とし

て。 

○丸島生活文化スポーツ部長  現状では、条例を変えないとできないです。 

○委員  できない。そのままではね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  条例上は、各部屋の料金の上限も定められていますので、

使用目的も決まっていますから、それ以外の形では使えないという。ただ、上限額より安

くする分には構わないですけど、安くしたら彼らの収入が減りますので。ですから、むや

みに高く料金設定もできませんし、他の目的で貸すこともできないと。 

○部会長  本当に、市の、さっきの年度での契約はすごく重要なんですけど、あれ、３

つあるというけど、市民会館のほうが大きいじゃないですか、ホールが。そこを、今、文

化ホールだっけ、文化センターもまあまあ中規模ですよね。ここは小さいんですよね、ホ

ールの大きさで言うと。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ７００です。 
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○部会長  大きさが違うからややこしいんですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それぞれ性格も少しずつ違います。 

○部会長  違いますからね。 

○委員  この間、聞いてきましたのは、千葉市文化ホールは４９２ですから、約５００。

これが７００。老朽化した市民会館が約１，０００。そういうふうに５００、７００、１，

０００と。イベントの規模によって使い分ける。だから持つ必要があるというふうに聞い

たことがあります。 

○部会長  これ、３つあるから、２つにすると言ったら大変ですよね。まあ、大きさの

替え様はないですからね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ただ、先ほど申し上げたその市民会館の老朽化が激しい

ので、近い将来、建てかえはしなきゃいけない。そうすると、その建てかえの問題で、３

つのホール規模でいいのか、そういう性格でいいのかというのを考えなきゃいけないと思

います。それをもう今考える時期に来ております。 

○委員  だから、東京文化会館というのが、あれは大ホールと中ホールですから、ああ

いうふうに一つの建物の中に複数の規模のホールを入れていますよね。そういうことで考

えれば一つでいいということになります。 

○部会長  そうですね。そういうところだってあるしね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ですから、先ほど委員さんがおっしゃっていましたけれ

ども、ファシリティマネジメント上、文化交流プラザを維持していく必要があるのかどう

かということをまず考えないといけない。そうすると、今我々はこの建物を売却すること

も視野に入れております。そうすると、さらにまたホールが減ることになりますので市民

ホールをどうするか。そこについてもつながってきてしまうので、それを総体的に考える

必要があるということです。 

○委員  少子高齢化でますます税金を払う人が少なくなってくるので、そういう中では、

自治体の今ある資産をどう生かしていくのか、維持していくのかという大変大きな問題で

すよね。ですから、そういう中で、これまでとは違った視点は当然出てくると思いますの

で、ぜひ引き続き議論していただいて、推進していただければと思います。 

○部会長  じゃあ、特に、これでよろしいですか。 

（なし） 

○部会長  では、こんなところで、今日のまとめとしては、委員がおっしゃったように、

大ホール、小ホールと、一つのビルで市民会館をつくってしまって、文化交流プラザのほ

うは無くしちゃってもいいのかなということですね。文化交流プラザは場所が良いから売

る気になれば売れるし。市民会館を売ろうとすると、ちょっと遠いから。今度、あの辺は

寂れているから買い手はいないですよね。マンションですね、使うとなったらあそこだっ

たら。 

○丸島生活文化スポーツ部長  線路沿いなので、あそこもちょっと余りいいところでは。 

○部会長  そうですね。難しいですよね。もし売るとしたらプラザのほうが売却しやす

いし。 

○委員  市役所の周りにたくさん敷地は空いているんじゃないですか。駐車場だとか。

あそこに建てようと思えばいつでも建てられる。 
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○丸島生活文化スポーツ部長  一つの考え方として、今、庁舎の建てかえを考えていま

すので、そこを、用地はたくさんありますので、そこに一緒に、ホールと、実際に建てか

えるというような考えもありますが、ただ、費用がかなりかかります。その辺も考えない

といけないと。 

○部会長  それは、やっぱり昔は病院だとか何だという、山の上とかにホテルが流行っ

たけど、今はやっぱり不便なところはちょっとという問題はありますよね。逆の立場で考

えると、市役所とくっつけてしまうと、やっぱりそれは駅の近くじゃないと、という、そ

ういう時代でもありますよね。前は病院等はいろんな、離れたところに置くものだという

前提だったけど、ホテルでも何でも駅にみんなくっついていますよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ホールも結構、駅前というのは最近あります。 

○部会長  そうですね。となると、都市間競争に負けちゃいますよね、逆にね。市民会

館の跡地はそこがちょっと弱いところですね。ちょっと寂しいし。 

○丸島生活文化スポーツ部長  面積規模も、横長の土地の形状ですので、なかなかあそ

こに建てるとなると、ホールは建ちにくいと思います。 

○部会長  そうですね。細いですからね。いろいろ難しいですよね、考えたら。ああ考

えて、こう考えて。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうですね。文化交流プラザは音楽的には非常に残響の、

アコースティックの音楽というのには適したホールですので、それが他のものにはないと

いうのがありまして、簡単に手放すというのも言えない状況でして。 

○部会長  もったいないですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ただ、現時点で収益性がないということですので、そう

いったところで。 

○部会長  そうですよね。本当に誰かが買ってくれればいいんですけど。 

○委員  他のだって、そろそろ問題が出ていますよね。この建物だって。 

○髙石文化振興課長  このコミュニティセンターもですね、同じように。 

○委員  いや、難しいですよ。だけども、銀行へ勤めていたんだけど、ある銀行が、コ

ミュニティバンクということで、本店をつくって、その同じ建物の中に立派なホールをつ

くってしまった。だから、銀行との行き来、ホールに来場した人が自由に銀行に来られる

ということになったので、セキュリティの問題が出てきちゃったんです。だから、やっぱ

りホールと市役所本体というのは、くっついていてもいいけど、一見ちょっと便利なよう

に見えますけど、同じ建物に入れることはやっぱり難しいですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ただ、最近は１階はコンビニで２階が区役所だったりも

ありますよね。 

○委員  だから、そういう考え方はいいんだけど、結局１階でつながっちゃっている。

だって、同じ建物だからね。通路がある、屋根があるとこう入ってくるから。大変だと思

いますね。 

○部会長  本当に難しいですね。それと、これからそんな大規模なのがいるかという問

題もありますよね。大規模なホールがいるのかという。そういう意味では、映画でも何で

もそうですけど、大規模で大勢集めて、遠くのほうで音楽聞いてもしょうがないという。

県の文化会館なんか大き過ぎるんじゃないという感じしますもんね。 
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○丸島生活文化スポーツ部長  そうですね。そこも何とも言えないところがありまして。

例えば、商業的な興行をベースに考えるのであれば、ある程度の規模がないと。 

○部会長  やっていけない。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい、やっていけないので。ただ、市民利用を考えると、

そんな大きなものは要らない。ですから、何に重点を置き考えるかというところでホール

の規模が、大きく変わってくるかと。部会長おっしゃったように、今、多分、千葉市には

県文もあるので、県の施設も考えなければなんですよね、なるべく重複しないようなもの

を考えていかないとは思っております。 

○委員  県が２，０００だよね。 

○部会長  儲ける分は全部任しちゃってもいいですね。 

○委員  千葉市でうまく使いわけて。 

○丸島生活文化スポーツ部長  あと、逆に千葉市にＮＨＫホールみたいな、３，０００

席ぐらいのものをつくってしまうというのも。 

○委員  落語とか文楽なんていうのは中央の５００以内のところがあれば、いいですか

らね。音楽会もそこで出来る。市民会館では、この前オペラなんかやったけども。ある程

度そういう目的によって使い分けるホールが３つか４つ、それぐらいないと。 

○委員  そうですね、今の人数の問題だけじゃなくて、残響度が施設によって若干違う

んですよね。響き過ぎるとか、あるいは全然響かないとかという、利用される方はそれで

離れてしまうこともあるでしょうから、やっぱりきちんと目的を絞っていくことが必要で

すよね。単に人数だけではなく。 

○丸島生活文化スポーツ部長  やはりその演劇用のホールなのか音楽用のホールなのか

で、ホールの作りが変わってきますよね。 

○部会長  うん、後ろが違いますからね。 

○委員  全然違うんですよね。 

○部会長  音楽のだったら後ろのほうはそんなに要らないですもんね。バックというか、

楽屋側。 

○委員  美浜は今日の視察の中に入ってないですよね。美浜の音楽ホールって非常に良

いんですけど、私が手伝っている学校の学芸会など、そういうのをそこでやったんですが。

ところがだめなんですよね。音楽用につくってあるので、後ろ、楽屋とかがないとかね。

だから、次に出演する人が廊下とか、そこで待っていなきゃいけないという。だから、１

回だけでやめたといって。そういうふうに、目的によって、いいホールでも、音楽以外使

えないというのも。 

○部会長  市民会館もバックはなかった。 

○委員  ないんです。 

○部会長  一回、外へ出てから。 

○丸島生活文化スポーツ部長  でも、市の中で一番舞台が広いホールです。 

○部会長  文化ホールは良いですよね 

○丸島生活文化スポーツ部長  文化ホールのほうは後ろ少しあります。 

○部会長  後ろ、ありますね。 

○委員  財団が入っているところ。あれは結構芝居できますよね。 
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○丸島生活文化スポーツ部長  後ろは少しあります。 

○委員  あそこは芝居ができる。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ただ、舞台の横幅がちょっと狭い。 

○部会長  本当、それぞれですもんね。じゃあ、ちょっといいですかね、大体。 

では、今までの取りまとめをすると、こういうことになるわけです。 

 １として、ホールの使用なら、これまで以上の活用を図れるように工夫してほしい。今

まで以上に営業努力をして利益を上げられるようにしてほしい。 

 それから、２つ目として、市としては代替施設を他施設等との関係も含めて、今後、あ

り方を今後も十分に検討していただきたい。 

 ３、良いホールなので、目的を絞った運用の方法なども工夫されたい。 

 そんな程度という。じゃあ、こんなところで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容を施設所管課から千葉トリニティ運営事業体にお伝えいただ

いて、今後の施設の管理運営に十分反映するようにしてくださるようお願いします。 

 それでは、千葉トリニティ運営事業体の提案内容は、管理運営の基準を十分に満たした

ものであり、千葉トリニティ運営事業体は、千葉市文化交流プラザの管理を適切かつ確実

に行うことができるものと判断しました。 

 以上で、議題１は終了します。部会報告につきましては、各委員のご意見を踏まえて、

私が事務局と調整してまとめるということで、ご承認いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

 次に、議題２「今後の予定について」、事務局からご説明をお願いします。 

○吉原市民総務課長  それでは、今後の予定についてお知らせをいたします。本日の部

会の報告につきましては、部会長さんから委員会の会長さんにご提出いただき、その後、

会長さんから市長宛てに委員会としての答申をしていただきます。この委員会の答申を受

けまして、市は指定管理予定候補者を最終的に決定することになります。その後、１２月

に開催予定の第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提出いたしまして、

議決をいただきました後、平成２７年３月に協定を締結し、４月から新たな指定期間にお

ける指定管理の開始となります。 

 それから、本日の会議の議事録につきましてですが、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。 

○部会長  ありがとうございます。 

 今の事務局の説明について、何かご質問ございますか。 

（なし） 

○部会長  それから、最後に議題３「その他」についてですが、事務局から何かござい

ますか。 

○吉原市民総務課長  冒頭に、部長からの挨拶の中でもありましたけど、本日は部会終

了後に、千葉市若葉区千城台コミュニティセンターと千葉市若葉文化ホールの施設視察を
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予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、会議の中で、委員のほうからお話のありました、市全体のファシリティマネ

ジメントの関係の方針である「千葉市公共施設見直し方針」、これは概要版ですけどご用

意いたしましたので、お配りいたします。ちょっと全体ですとボリュームがありますので、

概要版をご用意いたしました。 

 それで、委員のほうから具体的にお話のありました数値目標です。これが、今、見てい

ただきますと、右側の下のほうの段にイラストみたいなものがあって、上向き矢印、家の

ような格好をしたものの間に四角がありますけども、ここに数値目標が書いてございまし

て、３０年間で総延べ床面積の約１５．７％を縮減する。これは施設の床面積ベースでの

目標値ですけども、これが即目標ではないんですけども、今現在の管理運営コストからす

ると、これぐらいの縮小をしていかないとやっていけなくなるということでの目標になっ

ております。 

全体をご覧いただきたい場合には、市のホームページで公開してございますので、そ

ちらをご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○部会長  ありがとうございます。 

 じゃあ、これも質問までしていると時間がないでしょうから、個別に伺うということで

終わりにしたいと思います。 

○委員  計画を策定したのは６月でしたっけ。２６年の７月に出たという。まとまった

ということですね。 

○吉原市民総務課長  そうです。２６年７月作成です。 

○部会長  では、すぐ出かけられるようですので、今日の会議はこれで終わりにしたい

と思います。じゃあ、ひとつよろしく。 

○佐久間市民総務課長補佐  それでは、ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２６年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回市民・

文化部会を閉会いたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 これ以降も、引き続き、施設視察をお願いいたしますので、準備が整いましたら１階へ

ご案内いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


