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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１回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２６年７月２８日（月）午後１時００分～２時３０分 

 

２ 場所：千葉市中央コミュニティセンター５階 講習室２ 

 

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）、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、神崎主査、西田主任主事 

 

４ 議題 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

（２）「千葉市文化交流プラザ」における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 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

５ 議事概要 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

  委員の互選により、稲垣 總一郎委員が部会長に、潮来 克士委員が副部会長に選出

された。 

（２）「千葉市文化交流プラザ」における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 

  まず、平成２５年度の「指定管理者評価シート」について施設所管課から説明の後、

意見交換を経て、部会としての意見を取りまとめ、決定した。 

  次に、過年度の評価結果等を踏まえ作成した「指定管理者総合評価シート」について

施設所管課から説明の後、意見交換を経て、事務局案を承認するとともに、次期指定 

 管理者の選定に向けた意見を、部会として取りまとめ、決定した。 

（３）今後の予定について 

  今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 

（４）その他 

  委員からの質問等を受け付けた。 
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６ 会議経過 

○司会  委員の皆様におかれましては、本日はお忙しい中お集まりいただきましてあり

がとうございます。 

 それでは、定刻となりましたので、平成２６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・文化部会を開会させていただきます。 

 私は、本日、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２５条に基づきまして公開されており

ます。ただし、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。 

 なお、現在のところ、傍聴の方はいらっしゃいません。 

 また、本日は夏季節電対策、地球温暖化対策の一環といたしまして、職員は軽装とさせ

ていただいておりますので、ご了承ください。 

 続きまして、委員の方のご紹介でございます。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。今回は委員の改選がござい

まして初めての部会開催となりますので、名簿順に委員の皆様をご紹介をさせていただき

ます。 

 まずこちらから、公認会計士でいらっしゃいます、潮来 克士委員さんでございます。 

 続きまして、弁護士でいらっしゃいます、稲垣 總一郎委員さんでございます。 

 次に、淑徳大学教授でいらっしゃいます、鏡 諭委員さんでございますが、あいにく、

本日はご都合により欠席されるとのご連絡をいただいております。 

 続きまして、敬愛大学准教授でいらっしゃいます、金子 林太郎委員さんでございます。 

 続きまして、文化連盟会長でいらっしゃいます、早川 恒雄委員さんでございます。 

 続きまして、事務局の職員につきましてご紹介をさせていただきます。 

 まず、生活文化スポーツ部長、丸島でございます。 

 続きまして、本日、評価をお願いいたします、千葉市文化交流プラザ所管課でございま

す、文化振興課課長の髙石でございます。 

 続きまして、市民総務課長、吉原でございます。 

 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

部長の丸島からご挨拶申し上げます。 

○生活文化スポーツ部長  生活文化スポーツ部長の丸島でございます。 

 本日はお忙しい中、また大変暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。

本日は市民局の指定管理者選定評価委員会でございます、市民・文化部会のほうにご出席

賜りましてありがとうございます。また、皆様方には日頃から市政全般にわたり、ご支援、

ご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

 本日は千葉市文化交流プラザ、こちらの指定管理者の評価委員会でございます。文化交

流プラザにつきましては、前回の指定管理期間が平成２４年まででございますが、２５年、

２６年の２カ年間はこの文化交流プラザのあり方を検討するため、２年間の指定管理とい

うことで、それまでの指定管理者であります千葉トリニティ運営事業体、こちらに非公募

で、２年間での指定管理をしたものでございます。したがいまして、この２年間というこ
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とで、今回の評価は昨年度の１年間のみの評価ということになりますが、皆さん方の豊富

なご経験と深い見識に基づきまして、本日の評価をよろしくお願いしたいと思います。本

日はお暑い中、大変恐縮でございますが、よろしくお願いいたします。 

○司会  それでは、議事に入ります前に改めて資料の確認をさせていただきます。 

 まず机上に「諮問書の写し」と「次第」、「席次表」がございます。次に、青いフラット

ファイル、こちらをご覧いただきますと、資料１が「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」、資料の

４－１から４－４は千葉市文化交流プラザの平成２５年度評価に関する資料でございまし

て、４－１が「指定管理者評価シート」、４－２が「事業計画書」、４－３が「事業報告

書」、４－４が「計算書類等」でございます。資料５－１に参りまして、「千葉市文化交流

プラザ指定管理者総合評価資料」、５－２が「千葉市文化交流プラザ指定管理者総合評価

シート（案）」、最後、資料６が「今後の予定について」でございます。 

 続いて参考資料となります。参考資料１が「千葉市文化交流プラザ平成２４年度指定管

理者評価シート」、参考資料２が「千葉市文化交流プラザ指定管理者管理運営の基準」、参

考資料３が「千葉市文化交流プラザ設置管理条例の一部改正について」、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）」。 

以上の資料をお配りしております。不足等はございますでしょうか。ないようでござ

いましたら、会議のほうを進めさせていただきます。 

 それでは、まず、会議の成立についてご報告いたします。本日、全委員５名のうち４名

の委員さんにご出席いただいております。半数以上のご出席がございますので、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項に基づきまして、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。 

 部会長が決定するまでの間、生活文化スポーツ部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  それでは、部長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長  それではご承認いただきましたので、私が仮議長として部会長が決まるまで

会議の進行を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。 

 それでは、まず議題１「部会長及び副部会長の選出について」でございます。 

 部会長の役割と副部会長の役割でございますが、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、議事録の承認など、部会を代表していただ

きます。 

 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理していただくこと

となっております。 

 まず、部会長の選出でございますが、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関す
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る条例第１１条第４項に基づきまして、互選により選出することになっています。どなた

か立候補またはご推薦をされる方はいらっしゃいますでしょうか。 

○委員  今までもそうでございますけども、常任委員の方が部会長をやられるのがよろ

しいんじゃないかと思いますので、その方向でご調整をいただければと思います。 

○仮議長  ありがとうございます。 

 今、委員のほうから常任委員さんということで、委員さんか委員さんということでお話

がございましたが。 

○委員  了解しますけれども、私はまだ新任なんで、余りよくわかりませんので、でき

れば委員のほうで部会長をしていただいて、私がサブということでお願いできればと思い

ます。 

○仮議長  今、委員のほうから委員さんを部会長にということでお話がございましたが、

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長  異議なしということでございますので、昨年までの引き続きでございますが、

稲垣委員さんに部会長ということでお願いしたいと思います。 

 それでは、稲垣部会長は部会長席にご移動をお願いいたします。 

 それでは、稲垣委員さんが部会長ということで選出されましたので、大変恐縮ではござ

いますが、一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

○部会長  稲垣です。経験があるとはいえ、どうしていいか本当はよくわかっていませ

んので、皆さん方のご協力をいただいて円滑に進めていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○仮議長  ありがとうございました。 

 それでは、部会長が選出されましたので、これをもちまして私の仮議長の任を解かせて

いただきまして、これより議事の進行を部会長にお願いしたいと思います。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の進行をして参ります。ご協力よろしくお

願いします。 

 次に副部会長の選任ということになっておりますが、今、委員がおっしゃったように常

任委員からということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  では、潮来委員お願いします。 

  では、一言ご挨拶をお願いします。 

○委員  何分不慣れで、なかなか要領を得ないところがありますけれども、一生懸命さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○部会長  ありがとうございました。 

 続きまして、議題２「千葉市文化交流プラザにおける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。 

 委員が変わりましてから、市民・文化部会で年度評価及び総合評価について審議するの

は今回が初めてですので、それぞれの評価の概要について事務局から説明をお願いします。 

○市民総務課長  それでは、年度評価及び総合評価の概要についてご説明いたします。 
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 まず、年度評価の概要についてですが、指定管理者選定評価委員会による指定管理者の

行った施設の管理に係る年度評価につきましては、評価の目的でございますけれども、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、選定評価委員会へ報告をするこ

とによって、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、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ま

して「指定管理者評価シート」、いわゆる年度評価シートを作成いたします。 

 ここで資料４－１をご覧ください。評価シートの内容についてご説明いたします。施設

によって若干様式が変わることはございますけれども、評価シートは大きく６つの項目で

構成されております。まず１番目に「基本情報」、２番目に主な実施事業や利用状況、収

支状況などの「管理運営の実績」、３番目に指定管理者が行ったアンケート調査の結果な

ど、「利用者ニーズ・満足度等の把握」、そして、４番目に「指定管理者による自己評価」、

５番目に市が履行状況を確認し、評価を行う「市による評価」、最後に６番目として、委

員会から答申していただいた意見を掲載いたします「市民局指定管理者選定評価委員会の

意見」となっております。 

 さらに、委員の皆様からのご意見をいただくに当たってポイントとなります「５ 市に

よる評価」について詳しくご説明いたします。まず、「履行状況の確認」についてですが、

こちらには「募集要項」、「管理運営の基準」、「基本協定書」、「提案書」で定めている仕様

のうち、市による定期的な確認が必要な項目を記載しております。市によるモニタリング

等により、これらの項目の履行状況を確認し、その結果を「仕様、提案を上回る実績・成

果があった」場合は３を、「仕様、提案どおりの実績・成果があった」場合は２を、「仕様、

提案どおりの管理運営が行われなかった」場合は１を記載し、３段階で評価をしておりま

す。その結果を踏まえ、「市による評価」では「仕様、事業計画を超える実績・成果が認

められるなど、管理運営が特に良好に行われていた」場合はＳを、「概ね仕様、事業計画

どおりの実績・成果が認められ、管理運営が良好に行われていた」場合はＡ、「仕様、事

業計画どおりの実績・成果が認められず、管理運営に関して改善を要する事項があった」

場合はＢといたしまして、３段階で評価をしております。 

 以上により、市で作成をした「指定管理者評価シート」と指定管理者から提出された

「事業報告書」、「計算書類等」などの資料をもとに、選定評価委員会より当該指定管理者

による「施設管理運営のサービス水準向上・業務効率化の方策」、「改善を要する点」や指

定管理者の倒産、撤退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くものでございます。 

 最終的にその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まして、それ

を部会長さんから選定評価委員会の会長さんにご報告していただいた後、委員会の会長さ

んから市に対し答申をしていただくという手続きになります。 

 なお、答申にいただきましたご意見は先ほどご説明いたしましたとおり、評価シートの

「６ 市民局指定管理者選定評価委員会の意見」欄に記載いたします。 

 また、評価結果の取り扱いでございますが、選定評価委員会のご意見を記載した「年度

評価シート」について、市のホームページ上で公開するとともに、指定管理者による管理
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運営の改善・効率化に向けた取組みを促進するため、評価結果を当該指定管理者に通知い

たします。 

 次に、指定管理者の行った指定管理に係る総合評価の概要についてご説明いたします。 

 まず、総合評価とは、各年において実施しました年度評価を踏まえ、指定期間の最終年

度において指定管理者選定評価委員会にて行うものでありまして、現指定管理者の管理業

務の総括のため評価を行うものでございます。 

 なお、今回の市民・文化部会での対象は「千葉市文化交流プラザ」のみでございます。

現在の指定管理者の指定期間が今年度で２年目となり、最終年度となりますことから総合

評価を実施するものでございます。 

 次に、評価の進め方でございますが、まず、過年度の評価結果等を踏まえ作成いたしま

した「指定管理者総合評価シート（案）」について、施設所管課よりご説明させていただ

きまして、委員の皆様には、この総合評価について「評価の妥当性」をご審議いただくと

ともに、サービス水準の向上あるいは業務の効率化などの観点から、「次期指定管理者の

選定に向けてのご意見」をいただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○部会長  今のご説明について何か質問されたい方は。質問は特にないですか。 

 では、質問はないということでよろしいですね。 

（なし） 

○部会長  それでは、「平成２５年度に指定管理者が行った施設の管理に係る年度評

価」についてご審議いただきます。所管課から説明をお願いします。 

○文化振興課長  文化振興課でございます。 

 それでは、資料の４－１をお開きいただきまして、「指定管理者評価シート」がござい

ますが、こちらのほうの説明をさせていただきます。 

 まず、「１ 基本情報」の欄でございます。施設名は「千葉市文化交流プラザ」でござ

います。こちらは京葉銀行が命名権を取得しておりまして、平成２０年度から通称名とい

たしまして、京葉銀行文化プラザとしております。命名権は平成２４年度末で契約期限を

迎えましたが、命名権の継続使用の優先交渉権を有しております京葉銀行が継続使用を希

望いたしましたので、引き続き、京葉銀行文化プラザの通称が使われております。また、

指定管理者は千葉トリニティ運営事業体、こちらは公益財団法人千葉市文化振興財団、株

式会社千葉共立、そして代表企業の株式会社千葉マリンスタジアムから構成されておりま

して、指定期間は平成２５年４月１日から２７年３月３１日までの２年間でございます。

施設のあり方検討を実施する関係で、前指定管理者でありました千葉トリニティ運営事業

体を２年間の非公募選定で指定管理者といたしました、ということでございます。 

 次に「２ 管理運営の実績」のところでございます。「（１）主な実施事業」でございま

す。プラザには音楽ホール、リハーサル室、会議室、通常スパ＆フィットネスと呼ばれて

おりますけども、そちらのプール、トレーニング室及び温浴施設、さらには駐車場がござ

います。指定管理事業では、これらの施設の運営業務、維持管理業務、経営管理業務を行

っております。なお、スパ＆フィットネスにつきましては、既に皆様ご存じの方もいらっ

しゃるかもしれませんけども、先の第２回定例会にて今年度末をもって廃止することが議

決されました。本事業廃止に係る経緯につきましては、後ほど改めて説明をいたしますの
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で、先にこちらのほうの説明を続けさせていただきます。このほかの本施設には、レスト

ラン、あるいは厨房などがございまして、自主事業ではホールを利用したコンサート等の

文化事業の実施、会議室と厨房を利用したケータリング、宴会事業等の実施、レストラン

営業などがございます。 

 続きまして「利用状況」でございますが、「①利用者数」がございます。全ての部門で

前年度の利用者数から減少となっております。とりわけ、会議室、スパ＆フィットネスで

の利用者の減少が目立っておりますが、スパ＆フィットネスにおきましては高齢者会員の

方々の脱会及び市内のフィットネスクラブがリニューアルオープンした関係もございまし

て、その影響が出たものと思われます。会議室では、昨年１０月、急激に宴会の獲得が落

ち込んだことによるものでございます。また、その下に「②稼働率」がございますが、稼

働率におきましては、音楽ホールが増加しておりますが、会議室、リハーサル室について

は減少をしております。 

 次に「（３）収支状況」についてですが、収入は表の一番下にございます、決算額の一

番下です、６億５，６７９万円。ページをおめくりいただきまして、２ページのところに

支出の合計が、決算額の一番下の合計というところでございますけども、６億７，００７

万４，０００円と当初計画より収入面で３，１６６万７，０００円の減収、支出面では１，

８３８万３，０００円の減額が生じており、収支決算といたしまして１，３２８万４，０

００円の赤字を計上いたしました。 

 続きまして「（４）指定管理者が行った処分の件数」でございます。各施設の使用許可

の総件数は１６万９，２６０件、使用の不許可や制限を行ったものはなく、また、「市へ

の不服申立て」もございませんでした。 

 次に「（６）情報公開の状況」はご覧のとおりでございます。２５年度におきましては、

文書開示請求はありませんでした。 

 続きまして、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」のところでございますけども、

「（１）指定管理者が行ったアンケート調査の結果」でございますが、ご覧のとおりでご

ざいます。音楽ホール、リハーサル室の利用者についてもごく少数ですが回答をいただい

ているというような状況でございまして、内容につきましては隣の３ページに、「②調査

の結果」というところがございます。こちらでご説明をいたしますと、内容は主に抜粋で

掲載をさせていただいておるところなんですが、利用者の方々の満足度を示す指標といた

しましては、「総合評価」及び「次回も利用したいか」という質問項目がございますが、

ホール、リハーサル室、レストラン、ケータリング、会議室におきまして、８０％以上の

方々から、「やや満足」あるいは「満足」というような評価をいただいております。また、

スパ＆フィットネスに関しましては４５．６％が「未回答」ということで出ておるんです

けども、これはスパ＆フィットネスの利用者の方々がアンケート用紙のコメント欄だけを

活用するということがございまして、意見のみを記入しているという現状がございます。

その関係で「未回答」の比率が高くなっております。しかしながら、スパ＆フィットネス

におきましても、「やや不満」あるいは「不満」と記入されている利用者の比率は４．

４％ということでおおむね利用者からの満足はいただいているものと判断しております。 

 ページをおめくりいただきまして、４ページでございます。「③アンケートにより得ら

れた主な意見、苦情とそれへの対応」というところでございます。スパ＆フィットネスの



 

 ―８― 

清掃やスタッフ対応に関する指摘、あるいはレストランのサラダバーに関する指摘などを

頂戴しておりますが、いずれも指摘に対して指定管理者が早急に対応をしておるところで

ございます。 

 「（２）市に寄せられた意見、苦情について」でございますが、市長への手紙を２通い

ただいておりまして、１通目の手紙では、修繕実施を促す指摘を頂戴しております。もう

１通につきましては、市外利用者や外国人利用者に対して別料金の設定をすべきという要

望をいただいておりますが、１通目の最初のご指摘に対しましては、修繕履歴を確認した

上で、必要に応じて修繕に取り組んでいるということをご説明いたしました。２点目のお

手紙に対しましては、お住まいの場所や国籍に応じた料金設定は行っていないということ

でのご説明をいたしたところでございます。 

 次、「４ 指定管理者による自己評価」というところでございます。こちらの内容は、

「宴会事業での減収、老朽化に伴う修繕費の増加、光熱水費の高騰など、指定管理者の力

の及ばない事由による支出の増加に対して経費節減で適切に対応をした。厳しい衛生管理

の徹底、ホスピタリティの充実によりリピーター客の増加、施設運営の安定化が図れた」

としております。 

 その次にございます、「市による評価」となってございます。管理運営面では、利用者

からの要望、老朽化した設備への修繕などに適切に対応をし、また、避難所として帰宅困

難者の受け入れに協力するなど、管理運営が良好に行われていると判断いたしました。収

支では利用料金収入が計画額を上回りましたが、自主事業が大幅に計画額を下回り、収支

全体としては１，３２８万４，０００円の赤字を計上いたしました。ただし、光熱水費の

高騰など、指定管理者の力に及ばない事由による経費の増加を除けば、全体収支はほぼ均

衡していたという判断で、評価としてはＡといたしております。 

 次に、「履行状況の確認」のところでございます。各項目におきまして概ね仕様、計画

どおりの実績、成果が認められましたので、「緊急時の対応」のところ以外は全て２と評

価しております。５ページ目のところの上から５つ目のところに「緊急時の対応」という

のがございますけど、これは先ほどご説明いたしましたが、平成２６年２月８日、大雪が

発生したときに本施設は避難所として帰宅困難者の受け入れに協力したことから、評価を

３とさせていただいたところでございます。 

 また、昨年度、ご意見をいただきました音楽ホールの平日の利用率の向上については、

広報活動等が実を結びまして、平成２４年度の２６．１％から２５年度には３３．３％に

まで向上しております。利用料金収入の増加に貢献したということでございます。ただし、

音楽ホールの利用者数は目標値に対して８．８％少ない７万９，１３２人であったため、

音楽ホールで開催する文化芸術イベントについてより効果的なＰＲを行うよう、指定管理

者に努力を促して参りたいと考えておるところでございます。 

 ７ページに飛んでいただきまして、一番下ですが、項目としては、今、５４項目の合計

点数が１０９点になります。平均で２．０点となりました。 

 平成２５年度指定管理者評価シートの説明につきましては以上でございます。 

 ちなみに、２５年度の事業報告書の最後のところに添付させていただいておる参考資料

がございまして、そちらには部門別の収支の比率の推移が載っておりますので、参考まで

にご覧いただければと思います。 
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 説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 今、説明をいただきましたけども、これから、指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握

することになるわけですね。これについては、委員のご意見をお伺いしたいと思います。

この段階で、計算書類等は非公開ということですか。この段階から非公開ということに。 

○委員  ３者分ですね。 

○部会長  計算書類関係の話に入るので、ここからは非公開ということでよろしいです

か。 

（異議なし） 

 

（※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。）  

 

○部会長  ３者ともに問題はないということですね。 

○委員  はい。問題ないと思います。 

○部会長  問題はないけれども、質問をしたいことは何か。問題があるかないかという

質問でなくても、ついでにご質問があれば。 

○委員  この３者のことじゃないんですけれども、というか文化交流プラザそのものの

話なんですけど、売上が減って、計画に対して減っていますよね。基本的にこれは、宴会

が減った、説明の中に１０月以降の宴会が減ったというふうに記載されていますけど、レ

ストランそのものはそんなに変わらなくて、いろいろ環境の変化で、いわゆる年末の宴会

とか、そういったものがなかなかとれなかったとか、増えなかったとかということでの減

収ということで。主な理由はそういうことでよろしいのでしょうか。 

○文化振興課長  やはり、昨年と比較をすると落ちているというところが私どもも気に

なったところで、いろいろ聞き取りをしたところです。説明としては、今、申し上げたよ

うな説明だったんですが、その裏付けとして、出入りの食材の業者とかそういうところが

千葉市内の他のホテル関係の宴会、これはやはり全体的に落ちているという状況で。やっ

ぱり安い居酒屋とか、そういうところへ流れた部分もあるかとは思うんですが。 

○委員  そうですね。世の中そういう流れですよね。 

○文化振興課長  そこはまたＰＲ努力をして、また顧客獲得というのを目指していかな

きゃいけないと思っております。 

○委員  そうですね。 

○部会長  宴会の、仕入業者がうまくいかなかったということですか。何が悪かった。 

○委員  仕入業者に聞いたら、他のところも。 

○文化振興課長  食材の関係の仕入れ業者はやっぱり千葉市全体の、他のホテルや宴会

もやっているようなところに仕入れているという関係のところで、昨年の年末の動きがや

っぱり全体的に。 

○部会長  千葉市全体で。 

○文化振興課長  というような状況があったようでございます。 

○委員  これはひとつのそんな声もあるという意味でお聞きいただければと思うんです
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が。１期、２期前のところから見ると、レストランの絶対的な売上というのは相当増えて

いるわけですね。前年と比べると減っているけど、それが今いろいろ問題になっているん

ですが。 

 実は、マリンスタジアムっていう会社全体の収益を改善していくために相当、あそこの

職員の方々は努力したんですね。手っ取り早くできるのは宴会をとることなんです。です

から、恐らく千葉市職員の宴会もあそこで行われている回数が、昔に比べると多くなって

いるはずなんです。 

 それから、私は従来の総会とかそういうのは違うところでやっていたんですが、もう全

部あそこでやるというふうに変えております。 

 それから、あそこにいろんな会社から職員が出向しておりますが、それぞれ出身母体に

対して、今度はそういう会合があるならうちでやれと。やっぱりこういう、見えない努力

があって、去年の売上が、私の記憶に間違いなければ、一昨年、去年と徐々に増えてきて

いるんですね。どうもそれが一巡したという声も、対前年比で売上が落ちた一番の大きな

理由ではないかと考えます。ただ、おつき合いの宴会はどうしても減る。 

○委員  まあ１回は行きますね。 

○委員  １回、２回はやる、頼まれるから。実はあそこで某団体の集会があるんですが、

これはもう頼まれているから毎回ここでやるんです。そういうところがある程度、限界に

来ている。だから、次のステップへ行かないと。 

○委員  そうですね。 

○委員  レストランの利用を考えて宴会事業は増えないだろうなと、僕は勝手に推測し

ています。ちょっとやっぱり山場に差しかかった、次の方法を考える時期に来ていると。

向こうの経営陣がどう理解をしているかわかりませんが。ただこういう水準になるまでに

ついては今の会社の方々が大変な努力をしたというのは、周りから見ていてよくわかりま

す。 

○委員  わかりました。 

○生活文化スポーツ部長  ちょっと具体的な数字を持っていまして、大まかなんですが、

平成２２年度の宴会の収入が約３億７，０００万、２３年度が４億８００万円、これが２

４年度が４億１，３００万円と年々増えてくる。今、委員がおっしゃったように。それが、

２５年度が３億９，５００万と前年並みに落ちたというぐらいには。そんなに極端な落ち

込みではないです。 

○委員  会社の努力というのがあったということを認めてあげないと、かわいそうだと

思います。 

○生活文化スポーツ部長  ちょっとピークを過ぎてしまったかなという感は。あと、去

年は食材の問題もいろいろありましたので、これも若干。 

○委員  そういうことで宴会自体も。 

○生活文化スポーツ部長  全体が影響したんじゃないかなとは感じてはおります。偽造

の関係。 

○部会長  問題は、今の計算書類関係については、どちらも財務状況は良好であるとい

うことで、それでよろしいですね。 

○委員  はい。 



 

 ―１１― 

○部会長  それから、倒産のリスク、そういうものはないという判断でよろしいですね。 

○委員  はい。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に行う指定管理者の施設管理運営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に関する意見交換については公開といたします。 

 傍聴人はいらっしゃらないので、続けてやりたいと思います。 

 次に、指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、また改善を

要する点について、指定管理者評価シートをもとに、委員の皆様からのご意見を伺いたい

と思います。何かご意見がございますか。 

 何年か前にも言いましたけど、点数、２点、何点とかをつける割合をどうというような

ご意見が前からずっと出ているんですけど、その点について、この部会ではどうでしたか。

特にこの点の割合について、そろそろ改めるべきじゃないかとか、そういうご意見があっ

たら聞いておきたいと思いますけど。 

○市民総務課長  前からこの採点の方法ですね、最初に私のほうから採点はこんな考え

方でやっていますという、三段階評価をしておりますということご説明をさせてもらいま

したけども、これはやり方が、千葉市全体の中で指定管理者評価のマニュアルがございま

して、その中で、今のところは三段階評価でやると。一番最初に指定管理者が、まず応募

の段階で「私どもがここを指定管理するんであれば、こういう内容でやります」という提

案を上げていただきます。その提案が基準となっておりまして、その提案どおりに運営さ

れていれば真ん中の評価をすると。それに満たなければ下の評価、それ以上であれば上の

評価と、こういう三段階でやるという、これが決まっておりまして、なかなか、ご意見を

いただいておりまして、もうちょっとその差をつけたいということで、五段階にできない

かとかというようなご意見をいただいているところなんですけど、今のところ、千葉市全

体のマニュアルがそのようにできておりますので、市民局の委員会だけ違う方向というこ

とはできないものですから。これは市全体の基準をつくっているところにお話は上げてお

りますので、もう少しそこの検討状況をお待ちいただきたいと思います。 

○部会長  もちろん、そうだとは思います。ここのどうのこうのって余り激しいことを

言ってもどうしようもないので。一応、ご希望があれば、要望をしておいたほうがいいか

なと思って、今、聞いているだけです。こうしなきゃいけないという意見じゃなくて、こ

の部会でもこういう希望があるんだ、この部会では全然そういう希望がないのかは、一応、

確認をしておいたほうがいいかなという意味です。 

 元々評価の基準自体を決められているのはおかしいという意見が最初にあったんですね。

そういうところから、もう前から出ている話なんですけども。皆さん、この点数のつけ方

自体について、自分だったら、このほうがいいと思うとか、市のこれでいいんじゃないか

と、いろんな意見があると思うんですけど、お聞きしておければと思うんですが。特にな

いですか。 

○委員  ＳとＡとＢというのは何点と、客観的に１が何個あったらＢになるとか、３が

幾つあったらＳになるとか、そういう客観的な基準はあるんですか。 

○市民総務課長  明確にこの数字の基準でこれというものはないんですけども、各評価

項目をその三段階で評価をしていただいて、それで平均点をとっているんですけども、こ
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れが２点を大きく上回るか、大きく下回るかというところの判断になろうかと思います。 

 あとは、１つの項目であっても、これはとても、全体として１項目であっても許せない

というような、非常に悪い評価があった場合はＢ評価ということもあり得るかとは思いま

す。 

○委員  良とするというか、そういうやつですね。 

○市民総務課長  はい。 

○委員  全部のことはわからないんですが、スパ＆フィットネスの部分が、これは今年

でやめるんですよね。 

○委員  今年度末で。 

○委員  今年度でやめる。ちょっと私、もう忘れちゃったんですが、やめる一番の基準

というのは何かということ。それから、その次に施設が空くわけですが、あの部分はどう

なさるのか。結果的に、そのことによってさっき議論になりました、宴会、レストランの

部分にはね返ってくると思うけども、そういうところをちょっとお話いただきたい。 

○生活文化スポーツ部長  スパ＆フィットネスですが、今年度閉めるという結論に至っ

たのは、まず大きな理由として、こちらを来年度も続けるのに、実は設備更新が必要にな

ってしまった。スパ＆フィットネスは実は熱源とか空調関係、それから温浴施設関係で非

常に熱源に負荷がかかる施設でして、この熱源設備の老朽化がかなり進んでおりまして、

何とか今は修繕で対応をしているんですが、これをこのまま続けるには修繕ではもうもた

ないと、設備更新をしなきゃいけないということになりまして、それに約３億円かかると

いう金額があったので、まずこの設備更新をしたくないというのが第一の点で、温浴施設

を使わなければ修繕で何とか対応はできると聞いております。 

 それから、あとは経費上、毎年、実はスパ＆フィットネスが毎年４，０００万から７，

０００万の赤字を計上しております。それだけの設備更新費用をかけて、そういった赤字

の、しかもこれは収益施設です、市が行っている公益施設ではなくて、会員制のスパ＆フ

ィットネスという収益施設ですので、そういう赤字の収益施設に多額の設備更新費用をか

けるのかという議論がありまして、今年度いっぱいで閉めたいという結論にいたしたもの

です。 

今、申し上げたように、毎年４，０００万から７，０００万の赤字を計上しておりま

すので、これがなくなると収益がかなり大幅に改善するということになります。 

○委員  あとは当分あのままでオーケー。 

○生活文化スポーツ部長  そうです。その後の施設ですが、今、考えているのは何らか

の文化施策であの部屋を使いたいと思っています。具体的にはこれからなんですが、今、

我々が想像しているのは、アーティストたちのインキュベーション施設的なものにして、

若手の、例えば美術家たちでその部屋を使って、何か作品をつくってもらうような部屋に

したい。それから、フィットネス用のホールがありますので、そこはダンス系の舞踊家た

ちが使えるようにとか、そういったように何らかの文化施策でその後の跡施設の利用をし

たいと。市が直営でやるようなイメージですけど、考えております。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  その後も指定委託することになるわけですか。 

○生活文化スポーツ部長  それは次期指定管理の中で考えますが、建物部分の管理は指
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定管理者に任せたいと思いますが、中の運営自体は市直営で別委託にしようと今は考えて

います。 

○部会長  このフィットネスクラブは関係が無くなるわけですね。簡単に言うと。 

○生活文化スポーツ部長  はい。８階、９階、１０階で使っておりますけど、ここのス

パ＆フィットネス、プールを閉鎖して、別の使い方にするということになります。 

○部会長  そうすると、今のことのまとめなんですけれども、ご意見とか特別、余り悪

いところはなかったんですけれども、宴会場のもうちょっと向上、使えないかということ

ですね。フィットネスクラブはやめてしまうからいいということで。そうすると今の、宴

会の利用率の向上について努力しているけれども、さらなる努力を求めたいというのが、

この部会の意見ということでよろしいでしょうか。それから、この程度しかないですかね、

特に今のところ。そんなところですかね。 

○委員  １階の部分の郵便局の幟が、という話を申し上げて、前向きに検討をしますと

いうことでした。それが、ただ動かせないからそのままという形で。それから、レストラ

ンの配置ですね。いかにも、いわゆるお客様としては入りにくいですよね。狭いところを

抜けないと向こうに出られないわけで。ああいう狭いレストランは恐らく余りないかとは

思いますので。テーブルかつい立てをどければいいだけの話であって、そんなに工事費が

かかる話ではないと思うんで、もうちょっと明るく、入りやすいように変えたらと。 

 この２点を前回、レストラン部門として申し上げたような気がするんですが、そんなこ

とは要らないよということでなければ、引き続きご検討をいただきたいと、このように思

います。 

○部会長  レストランの入り口。郵便局だったり。 

○委員  ああいうのはいいんですかね。レストランはああいう入り方って。 

○部会長  入り口がもうちょっと工夫。入りにくい。 

○委員  真っ暗なんですよね。だから、中に誰がいるかもわからないので。むしろその

ほうがいいんだというならいいけどね、入るとぱっと開ける。こっち側はしかも壁ですか

ら、暗闇ですしね。明るいほうが、そういうような意見を申し上げた記憶があるんですけ

ども、余り意味がないからということなら、それだったらいいんですけど。 

○生活文化スポーツ部長  ちょっと大規模な改修費用が生じてしまうとなかなか難しい

のではありますが。 

○委員  かからないと思いますよ。 

○生活文化スポーツ部長  セッティングでうまく工夫できるようであれば、ちょっと指

定管理者のほうと、もう少し明るいイメージにするようにする。 

○委員  そうしたほうが、レストランの役割としてね。 

○生活文化スポーツ部長  わかりました。指定管理者のほうとちょっと相談をさせてい

ただきます。 

 それから、郵便局に関しましては、全体の見直しの中で、スパ＆フィットネス以外は今、

いじらないという方向になりましたので、当面、郵便局は今のままという状況でございま

す。 

○委員  いろんな幟を出さないようにして。郵便局へ入るのか、レストランに入るのか

こっちから見るとわからないですから。 
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○部会長  郵便局はもう権利なんですかね、あそこはね。 

○生活文化スポーツ部長  契約をしてお貸ししているだけですので、例えば来年度いっ

ぱいでということは、それは可能なんですが、もともと郵政省の建物であるという経緯も

ございまして。 

○委員  そうなんですか。 

○生活文化スポーツ部長  簡単に契約の破棄というのは難しい状況ではありますけども。 

○委員  当然、賃料はもらえるわけでしょう。 

○生活文化スポーツ部長  はい、いただいています。 

○委員  今度は収入源が１階のレストラン中心になってきますから、そうだとすればあ

の辺の入りやすさとか、入ったときの雰囲気というのを一生懸命考える必要がありますね

ということです。 

○委員  でも収入面ということで考えると、アーティストのインキュベーションセンタ

ーをつくるということになったら、そこは収益じゃなくて、千葉市全体の文化交流とか何

か別の目的になってくるということなんですよね。 

○生活文化スポーツ部長  そうです。 

○委員  ほかにそういうことにするということではなく。 

○生活文化スポーツ部長  はい、そうです。 

○部会長  そんなところでよろしいでしょうか。そうすると、もう一回まとめさせてい

ただきますと、１つには宴会場の利用率の向上についてさらに努力されたいということと、

それから今おっしゃっていたレストランの施設、さらに改善できるように検討を願いたい

と、そういうことですかね。こんなところでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  これを今回の本部会の意見として上げたいと思います。 

 それでは、先ほどの財務状況を含めて、千葉市文化交流プラザの指定管理者が行った施

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ということになります

が、詳細については事務局と私のほうで調整をさせていただくということでよろしいです

か。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

 では次に、「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、ご審議願いま

す。 

 所管課からお願いします。 

○文化振興課長  文化振興課から説明をいたします。 

 総合評価の説明でございますけれども、資料の５－１のほうをご覧いただいて、こちら

に「指定管理者総合評価資料」がございますので、ご説明をいたします。 

 今回の指定管理期間は施設のあり方検討、先ほど申し上げたようにいたしました関係で、

平成２５年度から２６年度までの２年間ということでございます。 

 総合評価対象となる年度は２５年度の１年間となりますので、年度の評価と内容が重複

してしまうところがございます。そのため、資料といたしましては、前回の平成２０年度

から２４年度までの５年間、こちらの数字と今回の２５年度の１年間を比較しながら、総
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合評価の説明をさせていただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料のほうでございますけども、最初の「１ 基本情報」のところでござい

ますが、こちらの「基本情報」と「管理運営状況」の説明については繰り返しになります

ので、説明は省略させていただきまして、「（２）利用状況」のところからご説明をいたし

ます。 

 ちょうど中段のところ、「（２）利用状況」というところに目を移していただきたいと思

いますが、「①利用者数」でございますが、前回の指定管理期間と比べまして、増減はあ

りますが、おおむね同じ水準で維持しております。部門別で見ますと、スパ＆フィットネ

スは、若干、減少傾向となっておりますが、これは高齢会員の脱会あるいは市内の類似施

設の開設などの関係でその影響を受けたというようなところでございます。「②稼働率」

でございますが、音楽ホールでは向上いたしまして、リハーサル室では低下をしておりま

す。全体ではおおむね前回の指定管理期間の平均的な稼働率を維持しておるところでござ

います。 

 続きまして、「３ 利用者意見への対応状況」、これはご覧のとおりでございますので、

説明は割愛させていただきまして、次のページをおめくりください。 

 こちらは「収支状況」のところでございますが、「（１）過年度の収入・支出状況」をご

覧ください。２５年度でございますが、収入面では利用料金収入が計画額を上回りました

が、自主事業は主に宴会事業での売上が落ち込んだ関係で、計画額を達成することができ

ませんでした。支出面では計画額を下回っておりますが、収入面の減少に見合うだけの支

出水準に達しておりません。これは光熱水費の単価が予想以上に高騰したことが影響して

いるものと思われます。 

 次に「（２）管理経費の縮減に係る取組み」についてでございますけども、インターネ

ットを利用した消耗品等の購買、節電・節水などによる光熱水費の抑制など、管理経費の

縮減のために徹底した対策を行っております。また、あわせて、収入確保のために営業の

強化や各種広報活動、ご利用プランの作成、提案などを行って、施設の安定経営のために

尽力してきたところでございます。 

 以上をご確認いただきましたところで、資料５－２「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。 

 一番上の「基本情報」については割愛させていただきます。 

 ２番の「総合評価」の欄、先ほどご説明を申し上げた資料４－１の２５年度評価シート

の「履行状況の確認」の項目と同一の内容となりますが、「（１）過年度の管理運営業務に

対する評価」につきましては、おおむね評価はＡということで、実績・成果が認められた

とさせていただいております。Ａ以外の評価といたしましたのが１つございまして、

（７）のところでございますが、「緊急時の対応」、これも先ほど申し上げたようなことで

ございますけども、２月の大雪の際の避難所としての帰宅困難者への対応というところを

評価いたしまして、Ｓとしたところでございます。 

 次のページをおめくりいただきまして、２ページ末尾の総合評価のところでございます

けども、一応、おおむね事業計画どおりの実績が認められたものと判断いたしまして、総

合評価Ａとさせていただいているところでございます。 
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 総合評価シートの説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 今、評価案をご説明いただきましたけれど、この市の評価についての妥当性というとこ

ろのご意見をお聞きしたいと思います。質問、ご意見等何かございますでしょうか。 

 大体、おおむねやっていることは違いないですよね。 

○委員  相当、一生懸命、努力をして頑張っていると思います。それで、細かい数字が

ちょっとわからないんですけども、光熱水費は部門別にはつかめているんですか。スパ＆

フィットネスはいくら、レストランはいくら使っているかとか。 

○生活文化スポーツ部長  大まかでしかやっていないんですが、一応、ざっくりとはつ

かめています。 

○文化振興課長  申し上げます。ホールあるいはリハーサル室の関係の光熱水費でござ

いますが、こちらでおおむね５，０００万使っております。スパ＆フィットネス、こちら

で９，５００万使っております。あと、会議室の関係で３，０００万使っております。あ

とレストランが９００万というような状況で、やはりスパ＆フィットネスが光熱水費とし

ては一番使っているという状況です。 

○委員  会議室が３，０００万、案外使うんですね。 

○生活文化スポーツ部長  宴会場も。宴会をやる関係で。 

○委員  宴会も含めて。 

○生活文化スポーツ部長  はい。天井の高い部屋でございますので。 

○部会長  今、フィットネスが、何度も言いますが、だんだん減ってくる。アンケート

だけ見ると、みんな良好な答えばっかりなんですけど、問題は来ている人って大体満足し

ている人が多いんですよね。なぜ来なくなるかって、来なくなる人の意向を本当は知らな

いと市場調査なんて成り立たないんですよね。これを見ると来ている人ばっかりのアンケ

ートだから、みんな良好な回答ばかりで、その辺が。 

○市民総務課長  それはそうですね。 

○部会長  ここは何か工夫がいりますよね。来ない人たちがどういう気持ちで来なくな

ったのか。この部会に限らず全部そうだと思うんですけども。そういう工夫って何か必要

なんじゃないですかね。 

○委員  ただ、会員制じゃないんですよね。会員制だと会員をやめるときに、何でです

かって理由を聞いたりすることはあるけど。 

○生活文化スポーツ部長  ここのスパ＆フィットネスは会員制です。 

○委員  失礼しました。じゃあ、退会を申し出るときに。 

○生活文化スポーツ部長  理由は書いてあるという、何でか。ただ、今年度いっぱいで

閉めてしまうので、今、聞いても余り意味はないかと。 

○部会長  フィットネスに限らないんですけど、レストラン、宴会場でも何でも、やっ

ぱり、よそに何で行くのかということですよね。そのあたりでもアンケート形式だと無理

がありますよね。 

○委員  確かに、来ている人に聞いてもしようがないということがあるかと思います。 

○文化振興課長  過去に使っていただいた方のところにやはり出向いてＰＲをしながら、

またそこでちょっと要望なりを聞き取りしながらという形でないとやはり、いきなりアン
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ケートというわけにもなかなか行きづらいのかなとは思いますので。そういう営業活動を

中心にやっていくということで。 

○部会長  やっぱりフィットネスでも何でもほかの同業者に客が行っている。そっちに

行っていて、こっちなぜ来なくなるのか、レストランでも何でも、そういうことですよね。 

○委員  年度評価シートのアンケートの結果に、会議室を「次回利用したいか」で「い

いえ」が１６．７％って、６分の１だと思うんですけど、レストランは１６１件回答があ

るうち、次回はもう利用したくないという意見が２．５％あるという。来ている人でそう

いう意見を出しているということは、やっぱり力を入れなきゃいけない、レストランと会

議室でそういう意見が上がってきているというのは、今後に反映させるべきなんでしょう

ね。 

○部会長  ９割の人は満足しているんじゃだめなんで、今、おっしゃったように、ほん

の２％の人は不満足というか、そこはちょっと違う見方もあるのかと。 

 この総合評価については皆さん特に、こうすべきだという意見は特にないですかね。よ

くやっているんじゃないかと思うんですけど。全体会の中であったんですが、自分の目標

通りだから全部、目標通りだからという評価はどうかと、そういう意見もどっかであった

ように思うんですけど、そういう点、皆さんどうですか。全部そのとおりになっちゃいま

すよね、確かに。 

○委員  そうですね。それはそうですけど。 

○部会長  でも、もとから見たらよく頑張っているように思うんですけど、そういう評

価でよろしいですか。 

（異議なし） 

○部会長  それでは、市の評価のとおり、Ａの評価でいいということでよろしいですね。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございます。 

 次に、施設のサービス水準の向上あるいは業務の効率化などの観点から、次期指定管理

者の選定に向けての意見をいただきたいと思いますが、ここで施設所管課より説明をいた

だけますか。 

○文化振興課長  資料のほうが参考資料３というところで資料を用意してありますが、

スパ＆フィットネスの、先ほどご質問がございまして、そちらで若干答えさせていただい

ているものと重複してしまうんですけども、一応、今回の条例の改正に向けた資料でござ

いました。こちらにございますように、左側のところに「あり方検討の背景」という部分

がございますけども、施設についての説明がありまして、真ん中ぐらいに「現状と課題」

ということで、これはフロアごとの主な施設というところで、一番右、「施設課題」とい

うのが①、②、③とございます。①としては「近隣に類似施設の開設により利用者が低

迷・収益性が悪化」していると、あるいは②として「経年劣化による設備更新」が必要に

なってきていると、③について「吊り天井 要耐震化」などがあるというようなことで、

施設全体としての状況がある中で、見直しの検討をこの２年間でしてきたところでござい

ます。 

 見直しの検討はこの参考資料の右側の３というところをご覧いただきたいと思います。

まず「検討方針」という欄がございますが、平成２２年２月に事務事業の外部評価で施設
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自体については廃止すべきではないか、あるいは民営化すべきではないかというようなご

意見がございました。２４年５月にはこちらの指定管理者選定評価委員会の中でも抜本的

な見直しを、というようなご意見もいただいたところでございます。 

 それらを踏まえまして、我々といたしましては、この施設をコミュニティセンター機能

として維持できないかというような検討をしてきたところでございますが、「（３）改修予

算」というところにございますように、２３億円の改修費用がかかってしまうという状況

でございました。その検討の結果を踏まえまして、やはりコミュニティセンターへの機能

の変換はしないということ、さらには本施設の大規模な設備更新も実施しないということ

で検討の結果を考えたわけでございます。 

 「今後の方向性」といたしまして、老朽化が進んでいる市民会館などを含めまして、ホ

ールの再構築について検討を進めていくということ、さらには新ホールの建設についても

あわせて検討をしていこうというようなことでございます。 

 これが京葉銀行文化プラザ全体についての検討をしてきた流れでございますが、一番下

の語尾のところに、スパ＆フィットネス事業についてというところでご説明がございます

ので、こちらのほうもご説明をさせていただきますと、やはり問題点としては、これを継

続していくには老朽化した熱源設備の更新に約３億円がかかるということが一番ネックに

なっております。さらには表にもございますように、過去、平成２０年からスパ＆フィッ

トネス事業自体が赤字をずっと計上しているというような状況がありまして、まずこのス

パ＆フィットネスについては２６年度末に廃止というようなことで、それを先日の第２回

定例会のほうの議会で議決をしているような流れでございます。 

 そのような状況がございますので、今後、次の指定管理につきまして、この京葉銀行文

化プラザにつきましては、さらにどのような方向性で行くのかというのを、再度、あり方

を検討していこうというようなことをする必要がございまして、現時点では新規に指定管

理の指定をするということではなくて、現在の千葉トリニティ運営事業体を非公募で指定

いたしまして、独立採算で３年間施設運営をしていただきたいというような考えではおる

んですが、その具体的な概要については次回、１０月にもう一度この選定委員会のほうを

開かせていただいて、そちらで詳細についてご説明をしながら諮って参りたいというよう

な予定でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○部会長  ありがとうございました。今のご説明、結局、方針がきちんと決まらないわ

けですね。 

○文化振興課長  そうですね。 

○部会長  かといってほっておくわけにいかないし。その間は何とかするというのが本

来ですからね。その間、何とかする方法も、まだそれもはっきり決まっていないという。 

○文化振興課長  そうですね。 

○部会長  フィットネスクラブの後、残りは今までどおり何とかやっていくという、当

面はね。 

○文化振興課長  はい。 

○部会長  行く行くは市民会館とあわせて検討するんですね。 

○文化振興課長  そこもまた時間がかかる作業があるかと思いますので。 

○部会長  その間に考えると。考える間、もう一回今の指定管理者にやっていただくと
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いう。 

○文化振興課長  はい。 

○部会長  前に、この中央コミュニティセンター自体を建てかえるのでという話があり

ましたよね。それがどうなっちゃうんですか、ここに行かなくなると。 

○市民総務課長  ここの施設ですね。中央コミュニティセンター、ここの建物自体が老

朽化しておりますので、そうしますとここのコミュニティセンターを何とかしないと、と

いうことがやはり別の課題としてございまして、その時に、今の文化交流プラザですね、

その後の利用をどうしようかというものと２つあったものですから、じゃああちらに中央

コミュニティセンターを移転したらどうかということで検討をしていたんですけども。そ

れにつきましては先ほどご説明がありましたように、費用の面でかなりかかってしまうと

いうことで、それはしないということで、中央コミュニティセンターはここが使える限り

は、当面、ここを使っていこうと。その後のことは、また時間をかけて検討をしようとい

う案が出てございます。 

○部会長  全てがもう、受け入れが変わってしまったということですね。 

○市民総務課長  はい。 

○部会長  このビル自体を建て替えとかは、これは。 

○市民総務課長  この建物自体が市の物ではございませんので、市と民間企業の共有で

ございますので、市で一方的には決められないという事情がございます。 

○部会長  ということらしいです。これについて皆さん、何かご質問、ついでにあれば。 

○委員  ついでですけど、一般的な世の中の理解は、民間でやっては採算がとれないか

ら、公共がある程度温かい手を差し伸べましょうというので来たというのが、一般的な、

我々、平凡な市民の発想なんですよね。だから、スパ＆フィットネスは、やっぱり今のあ

あいう廉価で利用できる施設があるから、そこを使っているという人がいっぱいいると思

うのです。あれがなくなっちゃえば、どこか民間でやっている、料金の高いところのスパ

へ行くという人はいなくなっちゃうと思うんですね。だから、そういう役割を担ってきた

ということも忘れないでいただきたいと思います。３億とか、５億とかそのためにお金を

かけろという意味ではないんですが、基本的な公共のあり方としては、そういうこともや

っぱり忘れないでいただきたい。民間と同じレベルで、採算をとらなきゃ閉めちゃいます

よと。それはちょっと違うんじゃないかなということです。 

○生活文化スポーツ部長  いえいえ。実はあそこは先ほどから申し上げておりますよう

に、会員制のスパ＆フィットネスでして、廉価な料金ではないんですね。一般の、民間と

同じような料金でして、会費は大体１万円ちょっと、６０歳以上はシニア料金になって７，

０００円ぐらいにという形ですけど。他の民間のスパ＆フィットネスは、例えばパルコの

前のゼクシスの場合は月額５，０００円というところ。ですから、民間と比較をして著し

く廉価な施設ではない。もともと収益施設ということで、民間と同じような営業をやって

いたところです。そういったのもあってですね。低廉な価格の施設はコミュニティセンタ

ーなんですが、あそこは非常に、１回何百円という世界ですので、ですから、我々がお金

をかけても維持をするのはそういうコミュニティセンターとか、低廉な公益施設、これは

多少、市が経費をかけても維持する。ところが、文化交流プラザの会員制のスパ＆フィッ

トネスは民間と同じレベルの収益施設であるということで、こちらにはそれだけの経費は
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かけられないという我々の結論でございます。 

○委員  そういうスパというようなものも必要だという市民からの声があると思うんで

す。だから、そういう要望に対して答えるということも。それでも採算で、という考えが

ちょっと、市民にとっての考え方じゃないのではという意味です。だからあれを維持すべ

きだということではないです。 

○生活文化スポーツ部長  それは低廉な価格のコミュニティセンターとか、それから高

齢者福祉施設のお風呂とかですね。 

○委員  そうそう、結構ありますよね。 

○生活文化スポーツ部長  あります。 

○委員  ものすごい利用率になっていますから。 

○部会長  商業ベースに乗らないことをやるのが公の施設ですよね。かといって、商業

施設で成り立っている物を公の施設でやることは。 

○委員  わざわざする必要はないです。 

○部会長  その時代のニーズに合わせていかなきゃいけないですね。別の、次にある立

体駐車場も同じですよね。最初は必要だったと思うんです、世の中をリードするという意

味では。今はもう、民間の駐車場がいっぱいあるから、公でやっている必要はないんじゃ

ないかという、そういうふうになってきますので。いつも時代に合わせて変えて来たんで

すね。ところが、建物が決まっちゃっているから、簡単に変えられないというのが難しい

ということですよね。 

 では、そういうことで、特に、今の委員が言われるご質問のほかは、特にないですね。 

 それでは次に、次期指定管理者の選定に向けてのご意見をいただきたいと思います。次

期指定管理者の選定ということで、結局、今と同じところに頼むことになるわけですね。 

○文化振興課長  というご説明でしたいと思っておりますので、また次回よろしくお願

いしたいと思います。 

○部会長  それについても、じゃあ頼むとした場合の皆さんのご意見はどういうことに

なりますかね。だから、特に要望というか、コメントをしていただくにしても、こういう

点を努力してほしいとか、何かそういうことがございましたら。結局、施設をアピールす

るということですかね。相当アピールしてほしい。 

○委員  利用率を高めてほしい。 

○部会長  そうですね。それから、会議室を利用する方の満足度の向上を図ってほしい

ということ。それについては、アンケートだけというよりもうちょっと。他の貸し会議室

がいっぱいあるわけじゃないから、そういうのも自分で見て歩いて、よそはこうしている

なという工夫もいるんでしょうね。そういうふうなこと、利用率の向上につながるような

工夫をしてほしいということですね。金はかけられない。商業施設はどんどんリニューア

ルしているんですけど、あそこはお金がかけられないから、今日、見てきたんですけど、

宴会場のクロスが薄汚いんですよね。民間だとどこもきれいにしていくんだと思うんです

けど、お金をかけないでやれというのが難しいんでしょうけどね。 

○委員  ＰＲ面で、宴会ができるのに会議室となっている、その何か性格の曖昧さみた

いなものが、利用者へのアピール、宴会場で会議ができる、会議室で宴会ができるのか、

そのあたりの中途半端さによって宴会ができるというような発想につながらず、利用が伸
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びていないということかもしれないですし。そのあたり、性格付けを整理してＰＲにつな

げるといいのではないかなという感じですね。 

 スパ＆フィットネスが閉鎖になると、２５年度の利用者数で言うと、全体が３９万５，

０００人のうちの１６万５，０００人が延べで来なくなってくることになりますよね。そ

うなると、ついでに利用をするレストランとかも相当ＰＲをしないと客足が減ってしまう

可能性があるので、そのあたりも工夫ができることというものがポイントになってくるん

じゃないかなと思います。 

○部会長  フィットネスに来ている人がレストランで食べるわけじゃないけど、そこに

レストランがあるなという、自然に目に入るわけですよね、今までは。それが来なくなる

と、自然のＰＲができなくなっちゃいますよね。積極的に何かＰＲをしないと入らなくな

ってしまったり、見てレストランがあるのかどうかわかりにくいですし、いろんな点で黙

って待っていたらだめになるんじゃないかという感じがしますね。ＰＲに努めてほしいと

いうことですね。 

 それから、今後も引き続いて時代のニーズに合わせた公共施設のあり方を検討してほし

い、そういうことになりますね。この程度の意見で取りまとめてもよろしいでしょうか。 

○委員  レストランの利用者ってここに来て、帰りに寄るとか、途中で利用をするとか

という方は大分いらっしゃると思うんですけど、その方はホールを利用される方のほうが

多いのか、それともスパだとかから流れてくるのが多いのか、こういうのはわからないで

すよね。なかなか、それこそアンケートをとらなければ、入り口でチェックしなければわ

からないですもんね。 

○生活文化スポーツ部長  細かいところはわかりませんが、スパ＆フィットネスを使わ

れている方も、やっぱりレストランを利用されているというのはつかんでおります。 

○委員  なるほど。やっぱりかなり減る可能性は出てくるということですね。 

○生活文化スポーツ部長  委員がご指摘のように、レストランの利用率が下がる可能性

はあるだろうと思います。 

○部会長  同じように、客の立場で行きますと、美術館だといろいろな時間帯で行くか

ら食べられるんですけど、お芝居とか、ああいう系のものは、終わったときはもうレスト

ランが終わっている時間。始まる前にみんながおにぎりなどを急いで食べていると。あれ

は何とかならないかなと、いつも思うんですよね。 

○生活文化スポーツ部長  実は、今回、５月にニューフィルハーモニー千葉と事業提携

をしまして、プロのオーケストラがあそこをフランチャイズにしてくれることになってい

ます。そういったオーケストラの演奏会とレストランを、うまく機能をセットとして、見

た方はちょっと割引とか、演奏会用のランチをつくるとか、何かそんな工夫を今後してい

きたいと言っていましたので、それを契機にまたいろんな工夫をしていきたいとは思って

おります。 

○部会長  それは演奏が終わったときには終わっているということなんですよね。 

○生活文化スポーツ部長  ですから、お昼の時間をかけて演奏会をやってもらうとか、

そういうことを考えています。 

○委員  ニューフィルは定期演奏会があるんですね。 

○生活文化スポーツ部長  提携事業の第１弾が８月にあります。結構、夜間の演奏会が
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多いと。演奏会が終わるともう全部閉まっているというのも。その点、例えば東京のホー

ルなんかは周辺のレストランと連携をして、終わった後もレストランをやっているという

ふうなことは結構やっているんですよね。そういった工夫も今後は考えていかなきゃいけ

ないかなと思います。 

○部会長  そういうことで、ありがとうございました。 

 これで一応個別のご意見をいただきましたので、ここからは指定管理者が行った施設の

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ということになります。

詳細については、今お聞きしたことをまとめて、私と事務局とで調整するということでよ

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。 

 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

の際に十分に反映していただきたいと思います。お願いします。 

 以上で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は終

了いたします。 

 それでは、次に議題３「今後の予定について」、事務局から説明をお願いします。 

○市民総務課長  それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。資料６を

ご覧ください。青いインデックスで６と書いてある資料でございます。 

 次回は、第２回市民・文化部会を８月６日に予定しております。本日、ご審議いただき

ました文化交流プラザを除く１０施設、４指定管理者の平成２５年度の年度評価をご審議

していただくことになっております。施設の数が多くなりますので、大変恐縮ですけれど

も、午前、午後にかけましての開催を予定しております。 

 本日及び第２回市民・文化部会において取りまとめていただきましたご意見等につきま

しては、市民・文化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、選定評価委員会の会長さんから市長宛てに委員会の意見として答申をしていただ

くという流れになります。 

 この委員会の答申を受けまして、各施設所管課が委員会のご意見を指定管理者評価シー

トに記載し、９月上旬頃に市のホームページに掲載し、公表するとともに、指定管理者へ

通知いたします。また、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、同様に

市のホームページにて公表することとなります。公表の時期等が決まり次第、委員の皆様

にはご報告をさせていただきます。 

 なお、今回の部会の会議録につきましては、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。 

 その後、１０月に開催を予定しております第３回市民・文化部会におきましては、先ほ

ど若干お話が出ていましたけども、この文化交流プラザの次期指定管理予定候補者の選定

についてご審議をいただきます。 

 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

提出して、議決をいただきました後に平成２７年３月に協定を締結し、４月から指定管理

の開始という流れになります。 

 皆様には本当にお忙しい中、何度もお集まりいただくようになりまして誠に恐縮ですけ
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れども、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○部会長  ただいま今後の予定をご説明いただきましたけれども、何かご質問、特にな

いですか。 

（なし） 

○部会長  それでは、最後に議題４「その他」についてですが、その他、何かあります

か、ご意見。こういう、議論していきたいとか、そういうことがありましたら。 

（なし） 

○部会長  特に事務局もないですか。 

○市民総務課長  はい。 

○部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事は全て終了いたしました。

ありがとうございました。それでは事務局にお返しいたします。 

○司会  長時間にわたりまして、ご審議を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１回市民・

文化部会を閉会とさせていただきます。 

 なお、次回の会議は８月６日、水曜日となっています。会議の開催場所はここ、中央コ

ミュニティセンター、同じ場所でございますが、階は１つ上の６階、講習室５で、午前１

０時開会予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はお忙しい中お越しいただきまして、誠にありがとうとございました。 


