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平成２７年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第３回中央区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２７年１０月５日（月）午前１０時００分～午後３時４５分 

 

２ 場所：中央区役所４階 会議室 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

横山 清亮委員（部会長）、潮来 克士委員（副部会長）、淡路 睦委員、 

伊藤 雪代委員、武井 雅光委員 

（２）事務局 

大曽根区長、楢木地域づくり支援室長、田島主査、荒井主任主事 

 

４ 議題： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について  

（２）千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定について  

（３）今後の予定について  

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要について  

   形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要及び審査の

流れについて、事務局より説明した。  

（２）千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定について  

   まず、応募があった団体について、事務局において第１次審査における審査項目を

審査した結果、応募資格の各要件を満たしていること、また失格事由に該当していな

いことを報告した。  

   次に、各応募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を経て、指定管理予定   

候補者とすべき者を「Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体」、第２順位を「ア

クティオ株式会社」、第３順位を「株式会社クリーン工房」として選定することを決定

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： 

○事務局職員  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。 

  ただいまより平成２７年度の千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第３回中央区 

役所部会を開会したいと思います。 

  私は本日の司会を務めます田島です。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 

及び議事録等の作成について、こちらに定めます非公開事項に該当しますので、会議の

ほう全て非公開という形になります。 

  委員の皆様の紹介ですが、お手元の資料２をごらんいただき、こちらで紹介にかえ  

させていただきます。 

  続きまして、職員について紹介させていただきます。区長の大曽根でございます。 

○大曽根中央区長  おはようございます。よろしくお願いします。 

○事務局職員  地域振興課職員は地域づくり支援室長楢木でございます。 

○楢木地域づくり支援室長  よろしくお願いします。 

○事務局職員  担当の荒井です。 

○事務局職員  よろしくお願いします。 

○事務局職員  開会に当たりまして、区長から一言ご挨拶を申し上げます。 

○大曽根中央区長  きょうは本当にお忙しい中、ご参集いただきまして、ありがとう  

ございます。 

  本日の会議は長丁場で、大体４時ぐらいまでということでございますけれども、よろ

しくお願いします。 

○事務局職員  大変申し訳ございませんが、区長の大曽根、他の公務がございます関係

で、これにて中座させていただきます。 

○大曽根中央区長  申し訳ございません。よろしくお願いします。 

○事務局職員  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。事

前に送付させていただいたものと相違がないということを前提に資料のほう確認させ

ていただきます。 

  まず、机上にございます、次第と席次表がございます。 

  お配りした水色のファイルのほうを開いていただきまして、資料１、こちらが市民局

指定管理者選定評価委員会第３回中央区役所部会進行表でございます。資料２、こちら

が先ほどごらんになっていただいたかと思いますけども、中央区役所部会の委員の名簿

となってございます。資料３のほうが中央区役所部会で審議する公の施設一覧として 

蘇我コミュニティセンターという形になります。資料４は、（１）から（４）までござ

いまして、こちらは蘇我コミュニティセンターに関するもので、４（１）が応募者の  

一覧、４（２）が形式的要件審査、いわゆる一次審査の結果の一覧、４（３）が選定    

基準、４（４）が採点表となっております。こちらの採点表につきましては、別途Ａ３

の用紙で大きくしたものを机上に配付してございますので、ごらんください。資料５に

つきましては、今後の予定となっております。 

 また、資料６、７は事後に皆様にご送付させていただいたもので、ファイルにつづっ

ておりませんで、別途、水色のファイルの下に用意してございますが、資料６が委員さ
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んから頂戴した質問とその回答、資料７が委員さんから頂戴した質問とその回答となっ

ております。すみません、これまでは、これについて説明をする時間がございましたが、

今回は、時間の都合上、説明を割愛させていただきます。よろしくお願いいたします。 

  その次からは、同じファイル、参考資料になっておりまして、参考資料１が今回の  

募集要項、参考資料２が管理運営の基準、参考資料３がコミュニティセンターの設置 

管理条例と規則、参考資料４が千葉市の公の施設に関する指定管理者の選定等に関する 

条例となってございます。参考資料５が会議の公開及び議事録の作成等について、先ほ

ど非公開と申し上げたものの根拠になります。参考資料６、こちらが部会の設置につい

てでございます。 

  水色以外のファイルにつきましては、各申請者のほうから提出されております指定 

申請関係書類と提案書となってございます。特段に問題はございませんでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  続きまして、会議の成立についてご報告いたします。本日は全委員さん

出席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項により、会議は成立しております。 

 これより議事のほうに入らせていただきます。 

  議事進行につきましては、横山部会長にお願いしたいと思いますので、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、

よろしくお願いします。 

  議題１の形式的要件審査（第１次審査）及び提案内容審査（第２次審査）の概要に   

ついてに入ります。 

  それでは、事務局よりご説明お願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  私の方から説明させていただきます。長くなりますので、

座って説明させていただきます。 

  まず、初めに形式的要件審査、これは第１次審査になりますけど、その概要について

ご説明いたします。 

  形式的要件審査とは、募集要項にて定める応募資格の各要件を満たしているか、また、

失格事由に該当するものではないかについて、応募者から提出された書類により審査 

するものでございます。 

  まず、資料の４の（２）形式的要件審査（第１次審査）結果一覧をごらんください。 

  これについて、応募資格の各要件及び失格事由の具体的な内容についてご説明します。 

  表の左側が審査項目になっておりまして、まず、応募資格として上からア、法人その

他の団体であるか。イ、千葉市外郭団体指導要綱に定める本市の外郭団体、これは株式

会社を除きますけれども、外郭団体ではないか。ウ、市の入札参加資格に関し、指名  

停止が行われていないか。エ、地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般  

競争入札等への参加が制限されていないか。オ、千葉市税、法人税、消費税及び地方  

消費税の滞納がないか。カ、千葉市税の特別徴収義務者にあっては、特別徴収を実施  

しているか。キ、労働関係法令を遵守しているか。ク、募集年度又はその前年度に納入

すべき障害者雇用納付金がある者については、これらの滞納がないか。ケ、会社更生法
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に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが行わ

れていないか。コ、当該団体又はその役員が、千葉市暴力団体排除条例第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

密接関係者ではないか。 

  以上の１０項目が応募資格要件となります。 

  次に、失格事由でございますけれども、読み上げさせていただきます。ア、提案書   

中の収支予算書において、募集要項に定める基準額を超える額の指定管理料の提案を 

した。イ、複数の提案書を提出した。ウ、選定評価委員会の委員、本市職員その他本件

関係者に対して、本件提案について接触した事実が認められる。エ、応募書類に虚偽又

は不正の記載がある。オ、募集要項に定める提出期限までに所定の書類を提出しなかっ

た。カ、募集要項に定める書類以外の書類を提出した。 

  以上、６項目が失格となる事由でございます。 

  これらの応募資格及び失格事由について審査した結果が、表の右側になります。応募

資格を満たしていれば「○」を記載しております。また、失格事由については、該当が

なければ「×」の記載をしております。 

  なお、暴力団関係者の有無について、資料作成時は警察に照会中でありましたが、  

全て暴力団関係者ではないことを確認した旨の回答がございましたことを報告いた 

します。 

  この形式的要件審査、第１次審査になりますが、そちらを通過した者のみが、次に  

ご説明いたします提案内容審査、こちら第２次審査になりますけども、こちらに進む 

ことができることとなっております。 

  続きまして、提案内容審査（第２次審査）でございます。こちらの審議方法及び具体

的な審議の流れについて、ご説明いたします。 

  まず、審議方法でございますけれども、応募者から提出された提案書の記述内容に  

ついて、委員の皆様に、選定基準に示す採点基準に従って、各審査項目を評価及び採点

していただきます。 

  そして、全委員さんの審査項目ごとに算出した得点の小数点第２位を四捨五入いたし

まして、小数点第１位までを表示した平均点の総合計をもって、各応募者の得点とし、

応募者の順位を決定するということになります。 

  次に、審議の流れについてでございます。資料１の第３回中央区役所部会進行表を  

ごらんください。 

  進行表の（２）千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理予定候補者の選定に

ついての下でございますけれども、形式的要件審査（第１次審査）結果等についてと  

ありますとおり、まず、事務局より、公募から形式的要件審査までの経過及び応募状況

と形式的要件審査の結果について、ご報告いたします。 

  続いて、各応募者ごとにヒアリングを行っていきますけれども、ヒアリングの前に、

お手元の資料の４（４）の採点表のうち、事務局であらかじめ採点した項目について、

ご報告するということになります。 

  その次に、団体の経営及び財務状況について、公認会計士でございます潮来委員さん

より計算書類等に基づきご説明をお願いしたいと存じます。 
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  財務状況等をご説明いただいた後、応募者に入室していただき、応募者へのヒアリン

グを行うということになります。 

  その際、最初に応募者より、出席者の紹介を含め、提出した提案書について、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、応募者へご質問がある場合

は、この時間にご発言をお願いしたいと思います。 

  なお、２０分が経過しましたら、応募者には退室をしていただきます。応募者間の  

公平性の観点から、ヒアリング時間は１者につき３０分を越えないことといたしますの

で、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

  応募者の退室後、約５分でございますけれども、お時間をとらせていただきますので、

委員の皆様には仮採点をしていただきたいと存じます。 

  その後、次の応募者に入室していただき、ヒアリングと採点を行い、全ての応募者の

ヒアリングが終了しましたら、１５分程度お時間をとらせていただきますので、全ての

応募者の採点を再度ご確認をいただいて、資料４（４）採点表を確定させていただき  

たいと存じます。 

  記入が終わりましたら、事務局にて採点表を回収させていただきまして、集計した後、

集計表をお配りし、結果を発表させていただきます。 

  この集計結果をもって、部会として応募者の順位を決定させていただき、選定理由  

などについて意見交換を行いまして、部会としての意見をまとめていただきたいと存じ

ます。 

 なお、採点の結果で過半数の委員が「Ｄ」の評価をした項目がある場合、又は１人  

以上の委員が「Ｅ」の評価をした項目がある場合については、その応募者を失格とする

かどうかについてをご協議いただくことになります。 

  全ての審査が終了しましたら、審査表及び集計表については回収させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

  説明は以上でございます。 

○部会長  はい、ありがとうございました。 

  ただいまの事務局からのご説明について、委員の皆さんから何かご質問ございますで

しょうか。 

  ちょっと、私から、さっき申し上げたように、ヒアリングの前後で簡単に意見交換の

時間を設けさせていただくということで、いいですか。 

○事務局職員  はい。 

○部会長  ほか、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、次に議題２、千葉市中央区蘇我コミュニティセンター指定管理予

定候補者の選定についてに移ります。 

  それでは、事務局よりご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  では、私の方から説明させていただきます。 

  それでは、最初に、前回の部会後から本日までの公募等の経過について、ご説明いた

します。 
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まず、公募についてですが、７月２７日、市のホームページに募集要項等を掲載して

募集を開始いたしました。 

  次に、８月５日に、応募者を対象としまして、募集要項等に関する説明会及び施設  

見学会を開催するとともに、８月１０日から１４日までの間、募集要項等に対する質問

を受け付け、回答を８月２１日に市のホームページに掲載したところでございます。 

  その後、８月３１日から９月４日の間に、指定申請書等の応募書類を受け付けたとこ

ろ、資料４（１）応募者一覧にございますとおり、株式会社クリーン工房、アクティオ

株式会社、三菱地所コミュニティ株式会社、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業

体、の四つの法人等から応募がありました。 

  続きまして、資料４（２）でございますけども、形式的要件審査（第１次審査）の    

結果一覧をごらんください。 

  千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理者の応募に係る第１次審査の結果

について、ご報告させていただきます。 

  先ほど、各審査項目の内容については説明させていただきましたけれども、事務局に

おいて審査した結果、全ての応募者について応募資格の要件を満たしており、かつ失格

事由に該当しないことを確認したことを、報告させていただきます。 

  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。 

  ただいまのご説明について、何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

  まず、株式会社クリーン工房について、審査いたします。 

  初めに、事務局であらかじめ採点した審査項目について、ご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  それでは、一部審査項目の採点結果について、ご報告させ

ていただきます。 

  お手元にお配りした資料４（４）ですね。こちらの採点表をごらんください。 

○部会長  Ａ３のものですね。 

○楢木地域づくり支援室長  そうです。よろしいでしょうか。 

  株式会社クリーン工房についてでございます。 

 こちら、まず、２（１）の同種の施設の管理実績でございますけども、同社は平成   

２２年度から２５年度にかけて、体育施設のほか、会議室、研修室等を有する施設で  

あるさいたま市記念総合体育館の指定管理を受けていることから、５点ということで 

採点いたしました。 

  次に、５（２）管理経費、これは指定管理料でございますけれども、提案の指定管理

料は５年間で３億６，５６２万５，０００円でございまして、基準額を下回っている  

ことから、基礎点の１８点を得ることとなります。 

  また、提案額を所定の算式に当てはめた結果、加算点は１０点となることから、合計

得点を２８点と採点いたしました。 

  次に、６（１）市内産業の振興でございますけれども、同社は中央区南町に支社を   

有することから、２点と採点いたしました。 



 

―７― 

  次に、６（３）市内雇用への配慮ですが、様式３－１に示す総雇用人数２７人のうち、

２７人を市内雇用とする提案がございまして、市内雇用率１００％ということで８０％

を超えることから、３点と採点しております。 

  最後に、６（４）の障害者雇用の確保でございますが、平成２７年６月の雇用率は   

２．０７％であり、法定雇用率を達成していることから１点、また、様式第２２号に  

おいて、当該施設においても障害者を雇用するということから１点となりまして、合計

で２点と採点しております。 

  説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございます。 

  ただいまのご説明について、何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

  ちょっと、すみません、私のほうから質問をさせてください。様式の６のその他市長

が定める基準の（２）と（５）ですけれども、これ、資料４－３の選定基準で網掛けに

なってますけど、私どもで採点してよろしいということですよね。 

○事務局職員  ６の（２）と（５）ですね。はい、そちらの採点をお願いします。 

○部会長  採点基準が異なるから網掛けしているということですかね。４－３の資料で

は。いずれにしても、結論、こちらで採点してよいということであれば。その確認でし

た。 

  ほか、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  では、株式会社クリーン工房のヒアリングを行いたいと思いますが、その前

に採点表の２（２）団体の経営及び財務状況について、まず、潮来委員より計算書類等

をもとにご説明いただきたいと思います。あわせて意見交換をしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

（※経営及び財務状況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。） 

○委員  純資産が十分確保されており、財務上のリスクというのはないというふうに判

断します。 

○部会長  ありがとうございました。 

  ただいまのご説明につきまして、皆様より何かご質問ございますでしょうか。あわせ

て意見交換の場ともしたいと思いますけれども。ヒアリング直前ですので、その前に 

何かご発言等ありましたらお願いします。 

○委員  自主事業の分の計上の仕方というのが、各社別々で、どういうふうな考え方で

やっているというのがよくわからない。特に自主事業の人件費だとか室料とかというの

を経費に入れているわけですけども、その考え方がいいんですかというのと、それから、

その自主事業のプラスマイナスのところが、どうもゼロになっているところもあれば、

プラスで出て、それを計上しているところ、していないところあるが、それは一体どう

いう扱いをしたらいいのというようなことを感じたところですけども。それは、個別に

聞いて判断するよりしょうがないんでしょうね。 

○委員  自主事業と経費の振り分けって、今回、多少何か、前回の選定の際と変わって

いるんですかね。 
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○楢木地域づくり支援室長  基本的には変わっておりません。指定管理料に自主事業の

経費というのは含めないということで、前回と変わっておりません。今回は明確にして

おりまして、人件費の部分についても、今、常駐している職員さんが自主事業を担う  

部分もあると思うんですが、ただ、その場合の人件費はきちんと按分するよう、募集  

要項等に記載しておりますが、明確ではない提案書もございますので、確認していただ

くということになるかと思います。 

○委員  はい、わかりました。その按分について、意識的には示すようになったけれど

も、示されていない会社もあるということですね。であれば、ご質問いただくというこ

とで。 

○委員  個別に扱いが違うのをどう評価するかとなると、非常に難しい話になるんだと

思う。 

○部会長  ほか、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  そうしましたら、これから株式会社クリーン工房のヒアリングを行います。 

○事務局職員  １０分で説明切りますので、１回目のベルはで９分経過後に行います。 

○部会長  鳴るんですね。１分前に鳴る。 

○事務局職員  終了の１分前に鳴らします。それは応募者にも説明してます。部会長  

さんからおっしゃってはいただきますけども、１０分経過した段階で終了といたします。 

○部会長  はい、わかりました。 

○事務局職員  質問のほうも、２０分を想定していまして、１回目のベルは１９分経過

後に鳴らすようにします。 

［株式会社クリーン工房 入室］ 

○部会長  株式会社クリーン工房さんですね。 

 それでは、これからヒアリングを行います。 

 まずは、１０分間できょうの出席者のご紹介と提案内容を簡潔に説明してください。  

事前に職員から説明がありましたとおり、１０分を経過したところで途中であっても 

打ち切らせていただきます。 

 説明が終わりましたら、私どもから２０分程度質問をさせていただきます。それに 

対してお答えいただければと思います。 

  では、どうぞ、座ったままで結構ですので、よろしくお願いします。 

○株式会社クリーン工房  それでは、説明を始めさせていただきます。 

  まず、私は今回の担当責任者であります、株式会社クリーン工房千葉支店の営業担当

です。よろしくお願いします。隣が、今回の業務の責任者です。 

○株式会社クリーン工房  よろしくお願いいたします。 

○株式会社クリーン工房  それでは、１０分と時間が非常に限られてますので、事前に

選ばせていただきました項目について説明をさせていただきますので、ご理解よろしく

お願いします。 

 まず、２枚めくっていただいて、提案書様式の第２号という写真がいろいろ縦に張り

つけてある公の施設の管理に関する管理実績。そこについて説明をさせていただきます。 

 上から、建設中なんですけども、船橋市の北部清掃工場の設備運営事業というものを
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させていただいておるんですけども、ごみの焼却施設と、あと、そのごみを燃やした  

余熱ですね、その熱を生かした温浴施設というものを現在建設中でして、２０１７年 

４月にオープンとなるんですが、その温浴施設の部分の運営をさせていただくことに 

なっております。まだ画像がないのは、今、建設中ということで画像が張ってないです。 

○部会長  これ、所在地さいたま市と書いてあるの、間違いですね。千葉県船橋市。 

○株式会社クリーン工房  はい。申しわけありません。 

○部会長  どうぞ、続けてください。 

○株式会社クリーン工房  あとは、埼玉スタジアム２００２とか、新クリーンセンター

と書いてありますけど、現在は桜環境センターという名前で、ことしの４月にオープン

しています。これも船橋の先ほどの例と同じパターンなんですけども、ごみの焼却の熱

を利用してお風呂を沸かしたりする温浴施設が、この桜区にはありまして、桜環境セン

ターというものができて、そこの運営などもさせていただいております。お風呂だけじ

ゃなくて、いろいろレストランとか、サウナ、岩盤浴とか、大広間とかカラオケルーム

とか、いろんな複合的な施設になっています。 

 次のプラザノース、これは音楽とか演劇とか絵画とか書道、お茶ですね、茶道とか  

着つけなど、そういったものを習えたり、会議室などのスペースを提供している施設の

管理もさせていただいております。 

  あとは、体育施設のさいたま市記念総合体育館、プールとかもある公営施設の管理も

させていただいております。 

  次のページいきまして、ろまんちっく村、こちらは宇都宮にありますけども、これは  

東京ドーム１０個分ぐらいの広大な面積の中に農産物の直売所や地元の食材が楽しめ

る飲食店とか、農業の体験とかドッグランとか、いろいろ温泉、プールがあったりして、

宿泊ができる滞在体験型のファームパークです。あとは見沼ヘルシーランド、堀崎公園、

さいたまスーパーアリーナなどの施設管理を行っております。 

  その次のページになりますが、蘇我コミュニティセンターをどのような体制で運営を

していくのかというところで、提案書様式３－１号の管理運営の執行体制で、実施体制

について、人員配置、責任の所在、緊急の連絡体制などについて書かせていただいて  

おります。私どものほうは所長が１名、副所長が２名、設備が４名、受付が１４名、   

清掃が６名の２７名の体制で運営を行っていく考えでおります。 

  私どもは清掃会社でもあるので、清掃はもちろん清掃スタッフでしっかりやるんです

けども、受付のスタッフも清掃業務には携わるようにして、施設の美化意識というもの

を大切に行っていきたいと考えております。 

  あとは、接客業でありますので、もちろんホスピタリティを大切にできるような人間

性を重視した人物の採用を行っていきたいと考えています。 

  次のページの委託業務の部分は、清掃業務に関しては、私ども自社で行うんですけど

も、ここに書かせていただいている給湯から始まって消火設備、ガス設備、給水・排水、

自家用電気工作物とか消防設備、自動ドア、空調設備、エレベーター、簡易専用水道な

どの点検業務や保守業務は外部に再委託をさせていただくという考えでおります。 

  実際、提案書にいろいろ記載してあるとおりとなるんですけども、私どもとしては  

自主事業のほうにウエイトを置いて考えてやっていこうと考えておりますので、提案書
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様式の１８号まで進めさせていただきます。自主事業の実施計画について表があるとこ

ろですね。事業名、実施場所、対象者、内容、参加料を具体的に書いてあるところの   

ページですね。１番から、２ページにわたりますけど３６番までのストレッチ教室から

始まって、最後、クリスマスツリー飾りまでの表が記載されているページのところの 

話をさせていただきます。 

  蘇我コミュニティセンターは今回新たに体育館、エアロビクスの部屋とかトレーニン

グ室、調理実習室が新設されますので、そういったものも生かした習い事教室を取り 

入れていきたいと思っております。ストレッチ教室やエアロビクス教室、ダンス教室、

フラダンス、リフレッシュヨガ、太極拳、骨盤体操。あとはそういう体を動かすもの  

ではないんですけど料理教室とか親子スイーツ教室、こういったものを自主事業に取り

入れてやっていきたいと考えてます。 

  その中でもダンス系であったりとかストレッチとかエアロビとかフラダンス、リフ 

レッシュヨガなどは、主婦層にも非常に訴求できる自主事業だと思っておりますので、

年齢というかお客様の層ですね、主婦層もターゲットに入れたコミュニティセンターの

活用促進をしていきたいと思っています。 

 もちろん、あとはご年配の層にも楽しんでいただけるための太極拳を初め、囲碁、  

将棋、陶芸とかお茶とか生け花などもありますけども、ご年配の方々だけじゃなくて、

そういう囲碁とか将棋とかは、実際、小学生も実際将棋とかは興味を持って楽しくやっ

たりすることができるので、祖父から将棋を教わったりすることによって、子どもと祖

父とのそういうコミュニケーションがふえたりしてますので、そういう場にもこの教室

を通してできればいいなと考えています。 

 親子スイーツ教室とか料理教室などを通して、親子の、どっちかというと母親と  

子どものきずなを深めたりとか、そういうこともやっていける自主事業も設けており 

まして、もろもろ３６種類ご用意してやっていこうと思っております。 

  最後に記載はないんですけども、株式会社クリーン工房は埼玉県に本社がある会社で、

建物総合管理という枠組みで１９７２年から掃除、清掃業を初め、設備管理、警備業務、

学校給食、受付案内や電話業務や、いろいろ指定管理者業務やＰＦＩ事業を行って  

まして、必要なノウハウは蓄積されており、堅実な運営ができると確信しております 

ので、ぜひ、クリーン工房のご検討よろしくお願いいたします。 

○部会長  ちょうど終了ですね。ありがとうございました。 

 それでは、委員の方からご質問ございましたら、お願いいたします。 

○委員  提案書様式１５号のところで、ページの右側の利用者等のトラブルの未然防止

対策というのがありますけども。これの隣というか、表に書いてあることがわからない

んですが。一番左のほうにある当初アンケート、会話、ご意見箱、利用者懇談会とあり

ますが、これがスタッフと自治体と両方に矢印がある。スタッフが受けて、それを自治

体のほうか何かに言うのかなというふうに思ったんですが。それよりもさらに上のほう

に、施設責任者のところでいろいろ書かれていることと、そこの右にいく矢印がすぐに

できるもの、将来的にできるもの、実施困難なもの、この辺がむしろスタッフのところ

の手前に来る、そういう判断をしてどういうふうに対応していくかというような感じを

持つんですが。これ見ちゃうとそういうものが非常に何かわかりにくいんですが。これ
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は今、クリーン工房さんのほうで、普通にほかでやられているところのやり方のフロー

チャートというふうに見ていいんですか。 

○株式会社クリーン工房  クリーン工房がこれに沿ってやっているというよりかは、ち

ょっと私のほうでわかりづらい作成の仕方をしてしまいまして。最初、おっしゃられた

投書、アンケート、会話、ご意見箱、懇談会によって、おっしゃるとおり、まずはスタ

ッフのほうがそのお話を受けるんですけれども、中には自治体様に直接連絡をされる方

がいらっしゃるかもしれないということで、１００％全部を私どものスタッフで請け負

うという考えはあるんですけど、直接自治体様に連絡が行く場合もあるということで、

ちょっと矢印が直接に思われますけれども、基本的には私どもで受けて、それを自治体

様にご報告させていただくというのが基本です。 

○委員  自治体が受けたものは、そちらのどこに行くというのが本来ならあってね。そ

れとか、直接受けたスタッフのように、そこの管理責任者なりが受けたものを、むしろ

すぐにできるものを、将来的にやるもの、できそうなものとかいうのも、そこでまず判

断して、その上でどういう対応をしていくかというふうに流れないんですかねという。

流れとして、あれっと思ったんですけど。 

○株式会社クリーン工房  多分、ご意見いただいて、私どもで大体すぐできるとか、ち

ょっと時間がかかるとか、コストもかかるとかいう、大体おおよその判断がつくものも

あるんですけども、中にはちょっとご相談の上、自治体様にご相談させていただいたり

報告させてもらった上で、最終的な結論にする場合もあると思います。この辺をフロー

に、わかりやすく落とし込めなくて申しわけないです。私どもでおおよそこれはすぐに

解決できる、できないという目安はつくんですけれど、それをちょっとご意見いただい

て。 

○委員  どの段階の判断をどの人たちがやるのかなというのが、もう一つわかればいい

のかなと思うんだけど、これだとそれがよく見えないのでね。 

○株式会社クリーン工房  私どもで幾つか分けた上で、自治体様にご報告というかご意

見を伺うと。すぐやらなきゃいけないでしょうという話になれば、それはまた掘り起こ

してというか。ちょっとわかりづらい書き方になってしまいましたが。私どもでまずあ

る程度分けた上で、確認・判断をさせていただくという考え方です。 

○部会長  よろしいでしょうか。ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  提案の１４号の４番なんですけれども。ページが３３番です。この実施プラン

の中で対象者、内容が全て、ほとんどが小学生以上、それから子どもから高齢者が楽し

めるというふうになっているんですけども。小学生が入りますと大体土日か夜間という

設定なのかなということ。４３ページも何か同じような書き出しになっているんです。

もう少し丁寧に書いていただけたらよかったなというふうに感じました。小学生以上と

書けば、全てが入ってますよということだと思うんですけれども。やはり事業名の内容

によっては小学生を対象にすると土日と夜間しかという考えが入りますので、このあた

りもう少し丁寧に振り分けていただけたらよかったなという感じはします。どういうふ

うにお考えですか。 

○株式会社クリーン工房  例えば、ストレッチ教室とかエアロビクス教室とか、平日か

ら行うものも実際ありますし、そういうのは主婦の方とか、小学生とかも。小学生は来
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れないと思うんですけど、主婦の方が集まったりすると思うんですけど。小学生対象に

やるものは、やっぱり土日に設定したりとか、夕方に設定するものもあるかもしれませ

んけども。だから、教室によって日中やるもの、土日やるもの、同じ教室でも１週間の

中に何回か組んで。同じものでも、来る客層とか年齢とか対象者が変わってくるんです

けど、週の中に平日、週末とか。 

○委員  そうすると、やはり小学生以上というふうに記述をすると、全てが当てはまる

からいいという、そういう考え方だったんですか。 

○株式会社クリーン工房  そうですね。小学生以上というふうにざっくり記載をしてし

まっているんですけど。 

○委員  すごく見てて不自然な感じを受けましたので。 

○株式会社クリーン工房  また、ここのところは別で、実際、中心になる対象者という

のが本当はあったほうがわかりやすかったかもわからないですね。すみません。 

○委員  わかりました。 

○委員  実施に当たっては、もっと細分化することも検討しているということですね。 

○株式会社クリーン工房  そうですね。実際、お集まりになる方が、例えば２０代から

６０代までの女性の方とか、６０代以上の男性の方とか女性の方、そういうのも多分、

メーンとなる対象者というのが本来は書けるはずなので。すみません。 

○部会長  ほかにご質問ございませんですか。 

○委員  様式の３－１のところで、所長さんは社員で、あとは契約社員が副所長さんと

か、それ以外の方はほとんどパート、アルバイトとなっています。御社の損益計算書と

か原価報告書を見ても、基本的に外部に委託しているような、そういうビジネスモデル

になっているかと思うんですけど。今回の蘇我コミュニティセンターを運営するに当た

って、要するに社員、契約社員というのがどういう方かよくわかりませんけど、安定的

に業務サービスが維持できるようなパート政策というかアルバイト政策というかある

程度長期的、中長期的な雇用というのが必要になるかと思うのですけど、そういったこ

とに対する御社の取り組み方針をお聞かせいただきたい。要するに安心してお任せでき

るのかなということです。 

○委員  施設の特性上、災害対応とかもしなきゃいけないですね。 

○委員  人というのは結構大事なのかなと思いますけど。単なるマンパワーじゃなくて

ですね。その辺をちょっとお聞かせいただければと思います。 

○株式会社クリーン工房  実際、提案書様式の第２３号の施設職員の雇用の安定化への

配慮や毎年毎年雇用条件を雇用者、被雇用者の間で確認をしていくというところは最低

限のことかなと考えておりますし、あとはいろいろ雇用継続につながる部分もあるとは

思っているんですけども、講習ですね、接遇講習とか、その部署部署に必要な知識とい

うか、そういったものの講習を受けていただいたりとかもしていかなければいけない必

要なことだと思います。危機管理講習、あと個人情報のそういう取り扱いの講習等。そ

ういったものを通じ人材の定着化につなげたいなと思っております。また、業務に長け

ていってもらって、仕事のある意味プロフェッショナルというか、突き詰めていってい

ただくということによって安定化してもらえたらと思ってます。 

○部会長  ほかにご質問ございますでしょうか。 
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○委員  提案様式３－１の先ほどの施設の管理を安定して行う能力を有することという

書式で、一番下にピラミッドのような形で組織体制図があります。蘇我コミュニティセ

ンターの場合は駐車場に結構課題がありまして、駐車場についてどんなふうに管理を予

定されているか、ほかにも大規模な施設の実績がおありになるんで、そのご経験を踏ま

えて、お答えください。 

○株式会社クリーン工房  駐車場。 

○委員  組織体制図上のどの方がどういうふうに駐車場を。 

○委員  様式第８号でも言及しているはずですので。 

○株式会社クリーン工房  駐車場は７０台ほどありますが、管理が非常に必要だと思い

ます。私たちは、受付、もちろん所長、副所長を初めとした受付のスタッフに厚みを持

たせてますので、その受付のスタッフで駐車場も管理というものは行う考えでおります。

清掃員とかが外を、駐車場を回って清掃したりとかすることもありますけど、あくまで

清掃であって、管理となるとやっぱり対人的な部分のお話とかも出てきますし、クレー

ム、トラブルの発生する部分の大事なところでもありますので、受付のスタッフがここ

は対応するようなポジションで考えていますけれども。 

○委員  そうすると、何か起きたときに受付のスタッフがいらっしゃるのか、あるいは

定期的に見回りするという。所長、副所長、受付の方とかが。 

  特に様式８のほうですと、駐車場が２カ所に分かれているためというふうにお書きに

なっていらっしゃる、そのとおりなんですが。 

○株式会社クリーン工房  受付のスタッフで施設内の駐車場の案内業務というのも行っ

て。ここに常駐で人を立たせておくかというと、今はそこまで考えていないところです

けども。混む時間とか、ちょっとイベントがあるとか、やっていく中で駐車場に非常に

注意を払わなければいけないときとか、時間帯とか、そういったとき。あと雪が降った

ときとか、そういうときは人を立たせることは考えてやっていきます。 

  実際、今、さいたま市の桜環境センターでもオープン時であったりとか、イベントを

開くとき、天候が非常に悪条件のときとかは、受付のスタッフで入り口に立って敷地内

で誘導したりはしています。 

○部会長  ほかにご質問ございますか。 

○委員  関係するかもしれないけど、３－１のところで、労務費のトータルが出てて、

さらにその下に３６０万ほど労務リスク費をみていますが、これは今言ったようなこと

を含めた、業務がもう少し広がる可能性があるからという必要なのか、あるいはそうじ

ゃない何か考え方があるのかね。あるいは、これがもし要らなくなったというか、そう

いう事業費がいらなくなったらどこへ行くお金なんだろうかなというような、ちょっと

疑問に思って。それと関連して、様式２７号のほうの自主事業のところ、２８年度分で

見ていただくと、今、この自主事業の収入の管理費なんかでもトータルの中に入ってい

るのは、それはそれでいいと思うんですが、ここの労務費の状況を見るとパートの金額

しか入ってない。人件費として入っているのは、パートの分だけが１８０万。それ以外

の人たちは、時間の中で当然、所長、副所長も自主事業をやったら、当然人件費に入っ

てくると思うんですね。しかし、所長、副所長はあくまでも時間内の中でこなしますよ。

なので、労務リスクがなかったら労務リスク費はどこへ行くお金ですかということ。 



 

―１４― 

あわせて自主事業の中の諸室の利用料金も予算書に入れているわけですけれども、 

その利用料金なんかは、本来、これどこへ行くお金なんですかね。大体、自主事業やる

ときって、あいている時間帯を含めてやられるんだろうと思うんですね。そうすると、

自主事業を実施した際の諸室の利用料金や自主事業を実施した場合は稼働率なんかの

中に放り込んじゃっている数字ではないですよね。放り込んでいるんですか、この部屋

を使う室料というもので出てきた分とかは。 

○株式会社クリーン工房  この自主事業の支出のところで、利用料金というふうに書い

て。これ、だから支出のところに組み込ませていただいてますね。平成２８年自主事業

の利用料金１１０万ですね。 

○委員  それはどこに入ってきているんですか、これで。本来は、稼働率、部屋使って

室料とっているから上がっているはずですよね。 

○株式会社クリーン工房  １１０万というのが総括表の、提案書式第２５号の総括表の。 

○委員  動きが出てきてないということは、どこかの稼働率に入れちゃっているのか、

それとも全然別で、これは完璧に入れてあるのかなという。ちょっとそのあたりがわか

らないところで。 

○株式会社クリーン工房  労務費は。 

○委員  完全に予備としてとってますっていう部分ですか。 

○株式会社クリーン工房  実際、そういう予備としても考えますし、あとは労災の話の

損害保険とかも加入を考えているので、そういったものの費用にも充てたいとか。 

○株式会社クリーン工房  前回でご質問いただいて。その労務リスク費３６０万は。 

○委員  ほかの事業との関連の中でこんなことも考えているのかなというのもあったん

だけど、どうもそうじゃないですね。完全にもう予備なんですね、これね。 

○株式会社クリーン工房  予備じゃないと思うんですけど。 

○委員  今、項目が決まっていれば分けられるわけでしょう。明確に決まっていれば。 

○株式会社クリーン工房  もっと細かく分けて欲しいということですか。 

○委員  今回の用途が決まっていればね。 

○部会長  はい、すみません。ちょっと途中になりましたけれども、これでヒアリング

は終了したいと思います。株式会社クリーン工房さん、どうもありがとうございました。 

○株式会社クリーン工房  どうもありがとうございました。 

［株式会社クリーン工房 退室］ 

○部会長  ちょっと押してますけど、簡単に意見交換等、何かご発言ありましたら。 

○委員  何か、こういうコミュニティセンターは余り経験がないのかなという感じが。 

○委員  これからの業者さんということでね。 

○委員  いろんなことはまだそんなに考えていらっしゃらないようですよね。清掃業務

は詳しい感じですけど。 

○委員  すごい簡単ですよね。小学生以上。 

○委員  ざっくりとしかやってませんからね。 

○委員  子どもからお年寄りまでという、ちょっと。 

○委員  実績の範囲抽象的な話ですよね。 

○委員  現実にはそうだろうと思うんですけど。 
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○委員  それで、その辺をどう評価するんですかという話が。 

○委員  げたを履かせないということで。 

○委員  期待感を持てないとか、安心感が持てないという話かもしれませんけれども。 

［採点］ 

○委員  細かいことで、採点のことでちょっと聞きたいんですけども。クリーン工房さ

んって、ものすごい目標設定高いんですよね。でも、どうやってその高い目標を設定し

ているのかという裏づけがないので。目標は高いけども裏づけがないところ、どこで点

数にあわせているのか、すごい悩んでおります。 

○楢木地域づくり支援室長  収入支出見積の妥当性は５（１）というところで採点を  

していただくということで。 

○委員  収入支出のところに来るんですね。 

○楢木地域づくり支援室長  あと、提案が具体的でなければ、それぞれの項目という  

ことになっていきますけども。 

○委員  ですから、４（７）とかじゃないんですかね。目標達成の考え方ということで。

ですから、抽象的漠然としたということで。 

○楢木地域づくり支援室長  金銭的に目標が高いということであれば、その収入支出の

妥当性ですし、それぞれの提案の内容ということであれば。 

○委員  成果指標の数値目標のところだけ見ると、市の提示しているその目標を上回っ

ていてみたいなところであって。 

○事務局職員  間違いなく上回って提案してくるんですね。 

○委員  そうすると、点数が上がるじゃないですか。 

○委員  いや、だから極端に１００％と書いておけば、高い点をつけていいのだという

話ですよね。 

○委員  そうなんです。じゃあ、ほかで下げろということですか、裏づけが入ってくる。 

○委員  ここの今の４（７）のところの評価ね、ちょっと事前にやってみて私もここ多

分「Ｃ」か「Ｄ」か迷うなと思ったら、ここで１０点満点だと、「Ｃ」だと６点なんだ

けど「Ｄ」だと２点なんですね。こんなに違っちゃうとすごく「Ｄ」つけにくい。 

○委員  ４－３の（７）ですかね、一応、採点基準では具体性も考慮要素になってます

んで。ですからここに書いてあることは具体的かどうかというのは価値判断も伴います

が、教室をふやすと書いてあるだけで。 

○事務局職員  教室をふやすと書いてあるだけで、それができるかどうかについては、

見ていただいて。 

○委員  数字のみじゃないということですね。 

○事務局職員  高い設定がなされていたとしても、それに追いつくだけの理屈がついて

なければ。 

○委員  ほかはいいということですね。わかりました。 

○委員  すみません、今、仮採点の段階ですよね。 

○委員  仮採点出さなくていいんですよね。 

○事務局職員  いいです。４社終わってから時間をとりますので、そこで最終的に採点

していただいて回収するという形。 
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○委員  確認しますけどね、さっきの１０点満点の「Ｃ」と「Ｄ」が余りにも違うので。

これでつけなきゃいけないんでしょう。 

○事務局職員  そうですね。 

○委員  数字が上回っている分に「Ｄ」とつけづらいですよね。 

○委員  しょうがないのはしょうがないんでしょうけど。来た方、ほかに実績あるんだ

からね。あるいは本業があるわけですから、どういう強みがあるのかと。 

○委員  多分、清掃だと思います。ビル管理がすごくお得意。 

○委員  そうですね。前管理者より自分らになったらどう変わるということを。 

○委員  きれいになるとおっしゃってましたね。 

○委員  きれいにはなる。しかし、もっと有効にどうやって使うんだということをいっ

て欲しかったですね。もちろん、きれいにはしていただきたいですけど。 

○委員  本当にそこを聞きたいですよね。一言、ちょっと逆にＰＲしてもらうところが。 

○委員  私も逆に売りはなんですかという質問を皆さんにしようと思っていたんですけ

ど、何かやりとりを見ていると、それ聞かなくてもいいかなとなっちゃって。 

○委員  そういう質問されても答えが多分出てこない。 

○委員  もっと実質的な話をしてくださいと、いっていいですかね。ただ、向こうもあ

る程度シナリオに沿ってしゃべってらっしゃるでしょうから、横やり入れちゃうのもど

うかと。せっかく他の実績ＰＲしたんだから、それをどうフィードバックするのかとい

うところ。 

○委員  駐車場で何かあるかなと思ったら、全然考えてなかったので。 

○委員  そうですね、一番問題になってますもんね。 

○委員  現地での説明会ではご説明いただいたんですか。 

○事務局職員  それは説明しました。 

○部会長  仮採点よろしいですかね、皆様。次、進めてよろしいでしょうか。 

 では、アクティオ株式会社について審査を行います。 

 初めに、事務局であらかじめ採点した審査項目について、ご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  アクティオ株式会社の資料４の（４）の採点表をごらん  

ください。 

  まず、２（１）同種の施設の管理実績でございますけれども、同社は、現在本市に   

おいて蘇我と畑、都賀の各コミュニティセンターの指定管理を受けているということ 

から５点と採点いたしました。 

次に５（２）管理経費（指定管理料）ですが、提案の指定管理料は５年間で３億    

９，６１１万８，０００円であり、基準額を下回っていることから、基礎点の１８点を

得ることになります。 

  また、提案額を所定の算式に当てはめた結果、加算点は０点となることから、合計  

得点を１８点と採点いたしました。 

 次に、６（１）市内産業の振興でございますが、当社は市内に本支店が存在しないと

いうことから０点と採点しました。 

 次に、６（３）市内雇用への配慮ですが、様式３－１に示す総雇用人数１７人のうち

１５人を市内雇用とする提案であり、市内雇用率８８．２％で８０％を超えていること
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から３点と採点いたしました。 

  最後に、６（４）の障害者雇用の確保ですが、平成２７年６月の雇用率は２．１１％

であり、法定雇用率を達成していることから１点。また、様式第２２号において、当該

施設においても障害者を雇用するということから１点となり、合計で２点と採点して 

おります。以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。ただいまの説明について何か質問ございますでし

ょうか。ここは現管理者ですよね。 

○事務局職員  はい。 

○部会長  現在の管理者ということで。それで、事前に何かご発言ございますでしょう

か。 

○委員  さっきのところに聞いていてもあんまりちゃんと答えてもらえなかったけど、

自主事業って本当によくわからないんだけど。差額金額はさっきのところは入れていた

んだけど、ここアクティオなんかゼロにしていると思うんですけど。株式会社クリーン

工房は、人件費はパートの分だけで、ほかは仕事の中でこなしますというんだったら、

さっきの按分にするという話とはちょっとずれちゃうんだけど。一応、それでやれると

いうだけでいいかなと思ったけど。そのあたりの扱いが本当に、このアクティオの場合、

さらに違っているので、これをどう評価するのという気がするんだけど。それも含めて

総合的に見るということですかね。 

○委員  そうですね。ちょっと按分の仕方ということと、場合によっては無償でという

ような、何か会社の考え方というのはあるかと思いますので。もう、全体的に見るしか

ないのかなと思います。 

○部会長  ほかによろしいですか。事前の段階では。 

（なし） 

○部会長  アクティオ株式会社のヒアリングを行いたいと思いますが、まず、採点表の

２‐２団体の経営及び財務状況について、潮来委員より計算書類等をもとにご説明いた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

（※経営及び財務状況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。） 

○委員  財務状況としてはこの貸借対照表だけから見れば、特に問題ないというふうに

思います。 

○部会長  ありがとうございました。ご質問よろしいでしょうか。 

〇委員 この会社、従前から評価が出ておりますので、特に問題ないということで。 

よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、これからアクティオ株式会社のヒアリングを行いたいと思います。

入室をさせてください。お願いします。 

［アクティオ株式会社 入室］ 

○部会長  それでは、これからヒアリングを行いたいと思います。 

  まず、１０分間で本日のご出席者の紹介とご提案の内容を簡潔にご説明ください。  

事前に職員より説明がありましたとおり、１０分経過したところで、途中であっても 
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説明を打ち切らせていただきます。 

  説明が終わりましたら、私どもから２０分程度質問させていただきますので、お答え

いただければと思います。 

 意外と１０分短いですので、資料、私ども皆精査しておりますので、ポイントをかい

つまんで教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○アクティオ株式会社  よろしくお願いします。本日プレゼンテーションに参加してお

ります。役員です。 

○アクティオ株式会社  本社の企画制作担当です。よろしくお願いします。 

○アクティオ株式会社  営業担当です。よろしくお願いします。 

○アクティオ株式会社  現コミュニティセンターの所長です。 

○アクティオ株式会社  全国の維持管理のほうの統括をしております。よろしくお願い

いたします。 

○アクティオ株式会社  それでは、早速、私のほうから、会社概要を少し話させていた

だきまして、その後、事業の内容に続けてさせていただきます。 

  私どもアクティオ株式会社は昭和６２年に設立した会社でございます。もともとは 

博覧会、それからイベント、これの運営、このことを主にやってまいりました。 

  平成１５年９月に地方自治法が改正されまして、指定管理者制度が導入なされた際に

イベント、博覧会の集客、それから来られた方に、また来たいなと思っていただく、  

そのような考え方、行動をもとに、この指定管理者制度に参画しております。 

  現在、全国で１２０カ所。千葉のほうでは、この蘇我のコミュニティと同様のコミュ

ニティで残り２カ所、それから、子ども交流館という施設をさせていただいております。

４施設を千葉市のほうでは運営させていただいております。 

  現在、この４施設で情報交換、協働等をしながら、施設の運営に当たっております。 

 細かい部分につきましては、事業のほう、これは営業担当のほうからお話をさせてい

ただきます。 

○アクティオ株式会社  それでは、ご説明させていただきます。 

  まず、ご提案書のほうの２ページの部分。 

お伝えしたいのが、この上の部分、基本コンセプトでございます。蘇我コミで広げ  

よう自分の可能性、まちの可能性というところでつながる夢テラス。いわゆるその今 

というところの部分をいかにうまく使うかというところを、やはり一つの運営のポイン

トとしたいなというふうに考えてございます。その中で広がる展開、蘇我コミの接遇力、

それから多彩な事業の展開力、そして地域一丸力というところを柱に運営のほうをさせ

ていただきたいなというふうに考えてございます。 

  特に、今ある施設をそのまま使うわけではなく、新たに、隣の施設とはいえ、全く   

違う施設の顔色になります。当然、利用者の方々というのも統合することによって、  

やはりいろんな人たちのかかわりというのがふえる。ある意味においては、非常に顔が

変わることによって少し敬遠されるという方もやはりいらっしゃいます。私どもの施設

とほかの地域でも、実際にそういったところで、やはり若者と福祉施設というところの

合築したところがございまして、そういった中では非常に雰囲気が変わったというとこ

ろ、やはりご意見としていただくところもございました。 
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 私どもは、そのあたりの経験を踏まえて、やはり利用者の方にもやはり同じように 

使っても同じような感覚、もちろん施設の運営のほう大きくなりまして、ロビーのとこ

ろにあるのも非常に吹き抜けのところも出ております。そういう点ではがらりと変わり

ます。ただ、そういったところと、それから人が変わらないというところに関しては、

利用者の方々にも積極的に伝えていきたいなという思いからも、この３本の柱というの

は引き続き継続しながら運営をさせていただきたいという思いで、ここの部分の説明を

させていただきました。 

  続きまして、４ページでございます。下のほうなんですけれども、蘇我コミュニティ

センターの利用者の状況推移というところで、利用者数ふえましたよというところを 

改めてご説明をさせていただければなというところでお伝えさせていただきました。 

これは私どもスタッフも一丸になって利用者の方々によく使ってもらおうという思い、

数字としては、決して自慢というわけではないんですけれども、伝えておきたいなと 

いう思いでございます。そのあたりのところをちょっと記載させていただきましたので、

ご確認いただければなというふうに思っております。１４．３％アップさせていただい

たとこと、利用者の方々の意見も踏まえて、ぜひ、引き続き同じメンバーで運営させて

いただきたいなというふうに思ってございます。 

  続きまして、２７ページでございます。こちらは減免のほうの記載の部分でございま

す。ほかの館の利用者の方々から評判のよかったものを導入させていただこうと思って

おります。それは何かと申しますとアクティブカードというカードでございます。こち

らは事前に登録をしていただければ、手続の簡素化、そういったものにつながっていっ

て、利用者の方々が非常にスムーズに運用することができるというものでございます。

既に畑、都賀のほうで導入させていただいておるんですけれども、今回、施設のほうの

内容も変わる中で、このアクティブカードの導入というものに関しては、私どもぜひ、

推奨していきたいなというふうに考えてございます。 

  続きまして、２８ページでございます。こちらのほうは、具体的なサービスの向上と

いうことで、今までこれまで成果を上げさせていただいたような部分とは別に、新たに

今後の提案というとこで、一つがトレーニング室の充実、それから学習スペースの創出、

公衆無線ＬＡＮの整備、それから傘ぽんくんの設置というところで提案をさせていただ

いております。 

  もちろんトレーニング室というのは、もう基本的には指定管理の項目の中に入って 

ございますので、このあたりどうやってやっていくかということに関しては、具体的に

こういった施設の部分を設置してというようなところで、どちらかというと年齢幅が 

広く対応できるようなもので検討してございます。 

  また、学習スペースの創出というところで、新たにちょっと備品のほうを配置しま  

して、学習スペースのほうを設けることによって、年代層、比較的学生なんかも利用  

しやすいというところをちょっと定着できるような部分というのも考えていきたいな

というふうに考えてございます。 

  また、公衆無線ＬＡＮの整備でございます。こちらのほうは、今、いろいろＷi-Ｆi

のほうの設備の導入も進んでいるかと思うんですが、改めて私どものほうでもきちんと 

整備をさせていただきたいなというふうに考えてございます。 
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 そして、傘ぽんくんの設置ということで、こちらのほうは傘を持つ方も非常に多い、    

利用者の中ではこういった手元に置きたいという方もいらっしゃいます。そういった 

中で利用者の声のことも含めて、こういったものの設置というふうに考えてございます。 

 私どもの運営の中で、いろいろ利用者からの声というものも反映をさせていくという

のは、これ一つの私どもの姿勢であると考えてございますので、このような提案をさせ

ていただいております。 

 続きまして、３２ページでございます。３２ページは、これまでの取り組みと今後の

というところで、これまでの成果の部分を記載させていただいております。図書室の 

閲覧スペースの拡充であったりだとか、創作室の大型スクリーンを常設したり、メトロ

ノーム、譜面台等を用意させていただきました。 

 また、今後の提案としましては、一つ、やはり施設が変わるというところもあり、  

中の運営するスピリッツというものは変わらないんですけども、やはり建物が変わると

いうことで親しみやすい愛称の募集というところをさせていただければなというふう

に考えてございます。そういった中で実は広報的なＰＲにもつながっていくということ

も考えてございますので、提案をさせていただきました。 

 また、新たな利用者の創出というところで、特にお伝えしたいのが近隣高齢者施設 

への連携強化というところで、私どもが一緒にかかわっているサークルの部分であった

りだとか、そういった方々の活動の一環で慰問の演奏会であったりだとかイベント等の

情報提供、そういったものを含めながら外に出て行く中でコミュニティ施設の部分をい

ろいろとかかわっていただくだけではなく、我々がかかわっている団体さんとか協力し

ていただいている方々が外に行くというところで、また利用者増の拡大というのもそう

なんですけれども、なかなか諸事情で来られない方、そういった方々にも興味を持つき

っかけというところをつくっていければなというふうに考えております。特に、この部

分に関しては、今、既に少し始めてはいるんですけども、非常に評判とかもよろしゅう

ございまして、ここの部分というのは新たな施設の中で新たなやはり一つのＰＲポイン

トとして、ＰＲを進めていきたいなというふうに考えてございます。 

  また、次の夜間の利用拡大というところで、施設のほうは、やはりどうしても夜間の

ほうなかなか利用率が下がるという現状がございます。こういった中では、いろいろと

夜間講座とか講演会等の開催を含めて、少してこ入れをしていきたいなというふうに 

考えてございます。 

 また、ロビー利用の促進というところでございます。ロビーは施設の顔でもござい 

ますし、ここが非常に親しみやすいと、その奥まで利用者の方々も親しみを持って入っ

ていただけるという重要な部分でございます。居間という言葉もございました。そう 

いった中では、なかなかコミュニケーションをとる機会というのが減る中で、こういっ

た場所というのをうまく生かしていきたいなというふうに考えてございます。 

  また、ホールの有効利用でございます。こちらのほうの４階多目的ホールに関しては、

いろいろとスペースをうまく使うことで、有効活用できるんじゃないかということも 

考えてございます。今まで使っていた団体さんもそうですし、それ以外の方々も含めて、

こういう使い方ありますよとか、そういったものを引き続きご提案できればと思って 

ございます。 
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 ありがとうございました。 

○部会長  ありがとうございました。それでは、委員のほうから質問等ございましたら、

お願いします。どうぞ。 

○委員  ８ページのところで組織の中の職員。所長がおられて副所長がＡ、Ｂがおられ

て、その下に職員Ａということで、運動指導士という方が一人。これ何か常勤で２１日

勤務で年間の人件費が１１６万５，０００円でできるというちょっと信じられないよう

な感じなんだけど。特に５６ページのところの別紙のところで見ていただきますと、所

長１人と副所長１人、職員１名でこの人しかいないんですが、この方が４名で日中のロ

ーテーションを組んでやっているとしたら、これこの労働時間で見たら、最低賃金に達

していないのではないかと思うんだけど。 

○アクティオ株式会社  大変申しわけございません。こちらの４番に対しては、実は１

１６万５，０００円という数字は、これ打ち間違いでございまして、上の年間人件費の

部分の数字が誤ってございまして、大変申しわけございませんでした。下の預かり消費

税、労務リスク、それから合計というところに関しては、提案の費用の部分に関して即

しておりまして、ここの数字が３３４２で記入することによって下の合計数字変わらず

にこのまま正しい数字にはなります。なので、数字の間違いということでございまして、

大変申しわけございません。 

○委員  ８ページの④の部分が誤記で３３４２。 

○アクティオ株式会社  ３３４２の数字になります。 

○委員  わかりました。 

○部会長  よろしいでしょうか。ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  いろいろ市内の施設を複数やっておられるので、蘇我はどういう特徴があると

捉えていらっしゃるのかということを一つ教えていただきたいのと、もう一つは、その

特徴を捉える中でどういう形で自主事業をふやす、館内で行うイベント、地域の方に楽

しんでもらえるよう企画をどういう形で立てられる、どういう体制で立てられるのか、

その２点を教えてください。 

○アクティオ株式会社  それでは、二つですね。一つは蘇我の施設の特徴、それから、

その特徴を踏まえてどのような形で事業計画、自主事業の計画とかを練っているのかと

いうところですね。現状のことも踏まえて、お願いします。 

○アクティオ株式会社  蘇我の特徴としましては、まず、第一におもてなしというとこ

ろで、他館にはないおもてなしができているというふうに自負しております。まず、お

待たせする時間も極力短くするということで、あとはとにかく利用者さんに喜んでもら

えるようなことをしていきたいというふうなことで、私どもは常に業務に励んでおりま

す。 

○アクティオ株式会社  エリアの特徴のことを、多分お聞きされたいのかなと。施設の

特徴ではなくて、蘇我エリアの特徴を踏まえてどのような自主事業をということをお聞

きされていると思いますので。 

○アクティオ株式会社  蘇我の地域性としましては、川鉄工場が近くにあるということ

で、川鉄の出身者も非常に多いんですけれども。そのほか新興の住宅地も多く建ってお

りまして、非常に人口としてはどんどんふえているというようなところです。そういう
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ふうに自治会等も活発に活動されているということで、自治会との連携というのも強化

しているというようなところです。 

 あとは、それを踏まえてお年寄りというかシニア層がやはり利用者としては多いん 

ですけれども、それ以外に家族層、ファミリー層も非常に多いと、勤労者層も多いとい

うことで、そこをターゲットとした事業をいかにふやしていくかというのが課題になっ

ております。 

 現在、小中学生を中心とした事業というのも非常に多く取り入れるようにしており 

ますし、夏休みの自習教室であるとか、そういったものも非常に好評でして、今後も  

続けていきたいというふうに思っております。 

  そのほかに、勤労者層に対して、より働きかけられるようなものを、講演会等を徐々

に企画しておりまして、今後も新たな利用者層として取り込んでいけるような自主事業

をやっていきたいというふうに思っております。 

○アクティオ株式会社  それとですね、私ども３施設やっていて、それぞれの特徴があ

ると思うんですね。例えば都賀とかは利用団体の方がもうがっちりと固まりながらやっ

てらっしゃって、一方で畑のほうは、やはり地元の方同士がすごく知り合いの感じで、

その中で成立するようなものなんですけど。実は、蘇我の場合だったらイベントのとき

なんかでもそうなんですけど、どちらかというといろいろとコミュニケーションをとり

たいという感覚がすごく感じるところが多いんですね。この前のお祭りのときとかでも、

入り口のところですごく声をかけていただいたりとか、いろんな話をするというのは、

どちらかというとほかにはない特徴でも一つあるのかなと。 

 そういう意味では事業に関しても、やはりこういうことをやっていますよということ

であれば、そこでコミュニケーションがとれるよという部分を打ち出すと、さらに地域

の方々というのは近づくきっかけを提供してくれたという思いがあるんじゃないかな

というふうにも思ったりします。 

 自主事業に関しては、幾つかの、大きくは六つに分けてご提案はさせていただいて 

いるんですけども、その中でもやはりつながるというところをやはり特徴的にはやって

いきたいなというふうに思っています。失礼しました、八つのテーマということで、  

４３ページには書かせていただいたんですけども。そのような思いは持っております。 

○委員  ありがとうございます。 

○委員  企画についてはどのように行われる。事業の企画。 

○アクティオ株式会社  自主事業の企画をどのようにつくっているか。 

○アクティオ株式会社  私のほうでつくることもございますし、自主事業を担当してい

る職員が別にいるんですけれども、その者と相談をします。さらにスタッフがおりまし

て、スタッフからのこういうのをやりましょうよというような意見を吸い上げて行うと

いう場合もございます。さらに、利用者さんから毎回自主事業をやりますとアンケート

をとっているんですけども、その中でこういう自主事業をやってほしいというようなこ

とであったものについては、できる限りもうそれに取り込んでいきたいということでや

っています。 

○委員  本社の方はかかわらないんでしょうか。 

○アクティオ株式会社  本社も私ども１２０の施設を管理運営しておりますので、各施
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設のほうから自主事業等実施記録書というものを本社のほうで取りまとめております。

そこで例えば特徴的に高齢者施設ですとか、子どもの施設とかでやっている事業で、こ

れはコミュニティセンターとかでも展開できるなというような事業に関しては、それぞ

れ紹介したり案内したりとかということは行っております。 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

○委員  それに関連して、収支の予算書で、事務費管理費の中に販売管理費ですが説明

としては本社事務経費等ということで、毎期９４０万とか９５０万とか、その本社費が

発生していますけど、要するにこの費用が今お話をされた内容、その対価ということに

なるんでしょうか。 

○アクティオ株式会社  まず、私ども民間企業でございますので、事業を継続するため

には本社バックアップ機能が必要だと。自主事業をカバーするだけではなくて、例えば

人事であるとか経理であるとか総務ではこれどうしても必要になってくる。その部分が

一つございます。これは私どもの決算書のほうの事業全体の一般管理費の比率と私ども

が今回提案させてしていただいているものを見ていただければ、大体その規模が。 

 ただ、その中でおっしゃっていただいた自主事業の展開、私どもでやはり地域の施設

は地域の方々が主体的に動かなければならない、もしくはそうすべきものだという  

ベースがございます。ですから、本社から、これいいからやりなさいというのは基本的

にはしたくない。でも、やはり現場としても数名の脳みそしかありませんので行き詰ま

ることがある。そのときには、実はここのエリアでこんなことをしているよと、非常に

たくさんのお客様が来たみたいですよということをご提供させていただく。 

  それから、安心・安全にかかる部分、この部分は施設におりますとなかなか慣れに  

よって見えないものが出てきたりします。その部分については、先ほどの自主事業と 

同じようにヒヤリ・ハットというのを各施設からピックアップしております。それを 

共通展開することで、未然予防というような形の展開をしております。そのあたりの 

バックアップを維持運営するために一般管理費という形で、比率でも算出の部分はござ

いますが、そのような形で事業計画の中に入っておるというところでございます。 

○委員  今のに関連していいですか。４８ページから４９ページのところに管理費妥当

性というのが書かれているんだけれども、この中の４９ページのほうの上のほうに、要

は過去実績が１０．９８％になっているから、それでもう取るのは当然だという感じの

書き方で、売上高の１０．９８％を本社経費としてとあるけど、これ書かれても全然妥

当だと思わないわけですよね。要は、計算しているなというふうにしかとれないんです

けど。 

 むしろ、経費の中にやっぱり管理費もこういう部分が経費だから、こういう形をして

むしろ縮減しますとか、あるいはこれだけの部分が必要になるのは、この項目とこの 

項目を本社としてやるから必要なんですというのならまだわかるんだけど。今までの 

実績がこうだったからとるのは当たり前だと言われると、とんでもない。こんなのが 

管理費の妥当性というふうにはとっても認められないよというふうに感じとっちゃ 

いますけど、そのあたりはどうなんですか。 

○アクティオ株式会社  そうですね。今、ご指摘がありましたけど、この文書の書き方

ですと、過去がこうだったからこれいただくのは当たり前みたいな形の表現になってお
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りますが、おっしゃるように本来はもう少し細かく、先ほど私が冒頭で申し上げたよう

な形のものを具体的にこれに対してはこれぐらいの経費がかかると。あとは最低限維持

をするための本社側のかかる経費がこれぐらいですよと。もう少し詳細にしてお出しす

べきだったかと思います。申しわけございません。 

○委員  本社のほうの販売管理費を圧縮するほかないですかね。 

○アクティオ株式会社  そもそもこの指定管理事業というのは、公のサービスを民間が

代行すると。そもそもなぜ公のサービスになっていたかというと、かかるコストと対価

とのバランスがとれないから、公のサービスになっていたものであって、そこでその利

潤がたくさん出るかということは、まず考えづらい。ただ、その部分を民間側の運営努

力の中でどこまで削減していきながら、その差益が出るかというところかと考えており

ます。その運営の中でおっしゃるように、私どもができるとしたら、現場の効率化。そ

れと同時に、やはりスケールメリットをどれだけ出して、かかる経費を少なくしていく

か。このことは必要な努力かなとは考えております。 

○委員  要は、この数字が固定しているというのが非常に抵抗を感じるわけですよ。む

しろこういう事業をこうやるからこれだけかかる、この年度はこうですとか、年度が変

わるごとにもう少しここは減っていきますよとか、そういう考え方ってないんですか。 

○アクティオ株式会社  本来そういうふうに書くべきだったかと思います。もう既にこ

れ文書で出ておりますので、これはもう仕方がないことですけれども、おっしゃるよう

に現場の経費、それから本社側の経費を少なくとも削減努力をしていくということで、

そのあたりがもう少し見えるようにご説明しなければならなかったかなと思っており

ます。申しわけありません。 

○委員  私からよろしいですか。今、現指定管理者としてご活躍いただいてますけど、

これまでの実績を振り返っていただいて、逆に何か次期に向けての課題みたいなのをお

持ちでしたらお聞かせいただきたいんですね。要するに今後、次期変わらない部分とい

うのも当然おありだと思いますが。よかった面については、これまでどおり継続してい

ただきたいんですけど、今後、こう変わるということを、特に市民に向けてアピールす

る必要があると思うんですけど、その辺どういうお考えなのか。先ほど申し上げたよう

に、今期の課題、ちょっと達成し切れなかったとことか、次期に向けてこう改善したい

みたいな、そういう点をお示しいただければと思います。 

○アクティオ株式会社  まず、現場側での立場での課題と、それからこれからこう変わ

るという部分についてお願いします。 

○アクティオ株式会社  まず、一番の抱えている課題としましては、現在の活動サーク

ルの高齢化というのが上げられます。だんだん規模が縮小傾向にあるというのがありま

して、いかにそこにサークルを活性化するために、新たな参加者を入れていくかという

のが、まず一つ課題としてあります。そのために、先ほども言ったように高齢者施設等

の慰問等、そういうきっかけづくりというのをやりまして、そのほか情報を提供して、

新たな参加者を募ってサークルを活性化させるというのが一つ取り組んでいるところ

でして、まだまだこれからやっていかなければいけないことだと思ってます。 

  さらに、夜間ですね、現在、夜間もかなりの稼働率にはなってきているんですけれど

も、先月の９月現在の稼働率は６５％に近づいているというような状況でして、かなり
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夜間も埋まってはいるんですけども、やはり昼間と比べると稼働率が低いと。そこの 

利用率を上げていくというのが一つ課題としてあります。 

 それと、蘇我コミュニティセンターが勤労市民プラザの建物に変わりますので、建物

が移転することによって、今までの勤労市民プラザの利用者さんをいかに満足していた

だけるような施設としていくかというところが課題として上げられると思います。 

○委員  ありがとうございます。もう１点すみません、御社を選んだ場合、こんなにメ

リットがあるということをおっしゃっていただきたいんですけども。競合他社よりこう

いうアドバンテージがあると。 

○アクティオ株式会社  少なくとも私どもは利用者の方々に対してどれだけ満足をして

いただけるかということに関して、すごく取り組んできた部分がございます。 

  ということは、やはり、今、もちろん私どもと一緒にいろいろとやらさせていただ  

いていた方々プラス新しくいらっしゃる方、当然ながら同じ利用者として同じ満足度を

高めるための努力、こういったものというのはなかなか数値でははかりにくい部分は 

あるんですけれども、そこに対する姿勢というものに関してはどこにも負けないつもり

ではありますし、そこの部分に関しては、まず、絶対的に変わるという自信を持って、

やはり挑まさせていただいているというところが一つあります。 

 あと、ハード的なことがどう変わるかということに関しては、いろいろと相対的な 

こともあるかとは思うんですけども、やはり利用者の方々でも学習するスペースみたい

なところもあるので、設備的なものというのは、少し利用者のお声を聞きながらやって

いったりだとかというふうな使い方、そのあたりというのももう少し幅広く利便性を 

使えるようにはしていきたいなというふうには考えております。現状として、私の立場

として言えるお話というのは、そこではあるんですけれども。 

○委員  さっきおっしゃったとこは自信があると。 

○アクティオ株式会社  少しだけちょっと私の方から補足をさせていただきますと、こ

れまでは体育館であるとか、そちらのほうがメーンで使われていた施設、片一方が生涯

学習に近いといいますか、地域のコミュニティというところの全く性格の違ったものが

合築といいますか。もともと複合館ではないのを複合館の機能を持たせるというところ

がございます。私どもは、たまたまその実績表のほうにもございますが、生涯学習から

野外活動、それからそのほかの施設であるとか、複数の施設の運営をさせていただいて

いる中で、幅広い利用者に対して、できる限りご要望といいますか、ニーズにこたえる

ということをいろいろな施設でやってきた経験はございます。それをうまく活用して、

先ほど弊社社員のほうが申し上げましたけれども、複数の施設から利用者が集まってく

るというところで、うまくそれぞれの要望をできる限り公平・公正に使えるようにして

いきたいなと。それが私どものこれまでの経験の中で、いろいろな施設の体系の中から

運営できるんではないかなというふうに思っております。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  ほかにご質問。 

○委員  先ほど本社費の話で、ちょっと不透明な部分が残っています。 

○部会長  ほかに、もう時間ないんですけれども、よろしいですか。 

○委員  一つだけいいですか。駐車場管理システム入れようと思ったけどやめたという
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経緯なんですけど、これ、簡単に言うと有料にしようということなんでしょうか。 

○アクティオ株式会社  有料が受益者負担ということで、有料化をすると、そういうゲ

ートを設けて混雑といいますか、緩和というような形、緩和といいますか、安全な利用

ができるというふうに考えたんですけれども、やはりちょっと経費的に月に５０万程度

というような試算が出てまいりまして、そちらのほうが今の現在の指定管理料の中には

盛り込むことができなかったというところがあるんですけれども。 

○アクティオ株式会社  一つ、この項目を出させていただいたという思いというのは、

非常にやっぱり利用される方にとって駐車場という声が多かったんですね。何とか、こ

の駐車場を円滑にしたいなと。イベントのときなんか特にあふれてしまうような日常の

中で、やはり私どもも運営していく中で駐車場というのが、実はサービスとは違うとこ

ろでクレームになることもやはりどうしてもありまして、周辺の方々にもご迷惑をおか

けするというケースもやはりございました。 

  そういった中で、何とかこの部分を改善していきたいなという思いもあったんです 

けど、一つは二つ別れているというところと、それからゲートを管理していこうと思う

と、それなりの設備を入れなければいけないんですけれども、これ、やはり算出をさせ

ていただいたら、設備でも１，５００万とか２，０００万とかかかると。ランニング費

もかかると大方倍近くかかってしまうと。その部分を何とか利用者の還元というところ

も含めて考えてやったんですけれども、やはりそれを指定管理料の部分で入れると一つ

難しかったということもありました。原則としては、今回の場合は駐車場が無料だと 

いうお話もありましたので、そのあたりを考えると、ちょっと難しい。導入して、例え

ばそれは受益者負担で幾らか分清算できますよというようなことが、今後、選定の後に

ご相談できるんであれば、例えば私どもも駐車場を配置する人件費というのもやっぱり

用意しているんですね。 

○部会長  ごめんなさい、もう時間になってしまいました。これで、すみません、途中

ですけれども終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

［アクティオ株式会社 退室］ 

○部会長  よろしいでしょうか。それでは、委員の皆様には、ヒアリングを踏まえて採

点をお願いします。 

［採点］ 

○委員  今の抽象的な話は別にこれ、有料にする話ではないですよね。 

○委員  設備を入れるという話ですよね。 

○委員  有料ってできるんでしたっけ。 

○事務局職員  すぐにこの施設単独でというのは無理です。 

○委員  だめなんですよね。 

○事務局職員  市として、考え方を整理した上で、有料にするかどうか話すべきであり

ます。 

○委員  個別の点数の積算ですと、全体の印象とずれる場合が。 

○委員  ああ、そうなんですよね。 

○委員  ずれてくる、気のせいか。 

○委員  配点の仕方が思っているのと違う。 
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○委員  そうなんですよ。 

○委員  具体的に何が違うかというとよくわからないんですけど。ファクターが多いか

らいけないんですかね。 

○委員  そうですね。 

○委員  例えば２なんてルーティンじゃないですか。差なんかつかないけど４０点もあ

るわけですから。 

○委員  ゼロにしちゃうと、もう対象外になっちゃう。 

○委員  ですよね。 

○委員  そこまでじゃない。 

○委員  ＡＢＣのどれかみたいな感じで。だからＡつけるっていうのも。 

○委員  よっぽどですよね。 

○委員  特筆すべき。 

○部会長  もう終わっていますかね。すみません、議事進行しましょうか。採点が終わ

りましたら、昼食となりますので、会議を中断いたしますが、事務局から何かあります

でしょうか。 

○事務局職員  では、昼食についてご説明させていただきます。昼食はこちらでご用意

させていただいております。会場はこちらでございます。よろしくお願いいたします。 

 再開時間につきましては、次の会社さんが１時からの審査を予定しておりますので、

１０分前程度、１２時５０分ぐらいにはこちらに、外に出られた方もお戻りいただけれ

ばと思います。 

  なお、次の会社さん、三菱地所コミュニティ株式会社さんは、一応、１２時４５分に

表に来るようにというふうにお願いはしているところですので、よろしくお願いいたし

ます。 

○部会長  では、時間どおりに再開ということで。では、これで、一旦中断いたします。

お疲れさまでした。 

（休憩） 

○部会長  それでは会議を再開いたします。 

  次に、三菱地所コミュニティ株式会社について審査を行います。初めに、事務局で  

あらかじめ採点した審査項目についてご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  よろしくお願いいたします。 

 三菱地所コミュニティ株式会社の採点表ですけれども、資料４（４）の採点表を   

ごらんください。 

  まず、２（１）の同種の施設の管理実績でございますが、同社は、現在本市の幕張   

コミュニティセンターの指定管理を受けていることから、５点と採点いたしました。 

  次に、５（２）の管理経費（指定管理料）でございますが、提案の指定管理料は５年

間で３億９，５４７万２，０００円でありまして、基準額を下回っていることから、  

基礎点の１８点を得ることになります。 

  また、提案額を、所定の算式に当てはめた結果、加算点は１点となることから、合計

得点を１９点と採点いたしました。 

  次に、６（１）市内産業の振興ですが、同社は市内に本支店が存在しないことから、
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０点と採点しました。 

  次に、６（３）市内雇用への配慮でございますが、様式３-１に示す委託を除いた   

総雇用人数２４名のうち、１５名を市内雇用とする提案があり、市内雇用率６２．５％  

になりまして、５０％を超え８０％未満となることから、２点と採点いたしました。 

  最後に、６（４）障害者雇用の確保ですが、平成２７年６月の雇用率は１．８％で   

あり、法定雇用率未達成であることから０点、また、様式第２２号において当該施設に

おいても障害者を雇用するということから、１点となりまして、合計で１点と採点いた

しました。 

  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。 

ただいまのご説明について何かございますでしょうか。 

  それで、すみません、４の（２）についてですけれども、どのように扱うんでしょう

かね。 

○楢木地域づくり支援室長  利用料金の設定と減免の考え方のところでしょうか。 

○委員 枚数が多かったからということでしょうか。 

○委員  審査することができないというふうになっておりますけれども。 

○楢木地域づくり支援室長  この審査項目は、規定枚数を超えておりましたので、審査

対象外となります。採点から外れただけで、失格とはなりません。０点としますと、  

Ｅに該当し、失格ということになりますので、それではなく審査対象外ということで、

やらせていただければと思います。 

○委員  それは基準に照らして、それでよろしいんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  それは確認しております。 

○委員  そうですか。わかりました。 

○委員  そういうこのページは何枚とかというのは。 

○委員  様式の中に書いてあるんですね。 

○委員  全部の様式でそれぞれ何枚と。 

○委員  いやいや出てきたところには書いていないですよ。もらった資料について言え

ば、ここで出している資料の資料１の１５ページを見たら、そこについては提案様式第

１号から２４号までの枚数は合計６０枚以内としてくださいという規定しか書いてい

ないですよ。 

○楢木地域づくり支援室長 確かに、様式の中でしか示していないですね。 

○委員  だから、ここのところは何枚というような規定は、ここに配られているこの中

には入っていないじゃないですか。 

○委員  わかりづらいということですね。 

○委員  ここに書いてあるのは、あくまでも６０枚以内というものでしかないんで。 

○委員  両方をお出しする必要が。 

○楢木地域づくり支援室長  ６０枚以内をクリアしているので、失格にはならないと。 

○委員  ならないと、ここのペナルティーというものがなくなるんじゃないですか。こ

れは何枚というのは、何に書いているの。各社には説明した内容なんですか。 

○楢木地域づくり支援室長  様式として下のほうに書いてありますので、それを守って
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いただく必要があります。 

○委員  下のほうに書いてあるとかないとかあるけど、それはでも、審査要領とか、何

か決められたものにはないんですよね。 

○楢木地域づくり支援室長  それぞれ枚数を超えると何というのは確かに。 

○委員  ないし、それから、枚数も何枚出しなさいというのもないんですよね。どこに

決められています。 

○委員  これにはないけど、この様式の中に書いてあるということですよね。ただ運用

の中で決めていたということですね。 

○委員  だから、多分、業者に対しては説明はしたんだろうけど。 

○委員  それが必要十分かどうかということですよね。 

○委員  説明したんだろうけど、少なくとも我々のところに配られている、この様式の

この中にはどこにも書いていないし、ここに書いてあるのは、トータル６０枚以内です

よとしか書いていないわけです。だから、そういう基準があるんなら、ここの様式１は

何枚、様式２は何枚にしないさいというのが、この中に書いているんならわかるんだけ

ど。 

○委員  でも、様式としては、これで提示して、これの中で説明に基づいて作ってくだ

さいということですよ。それに沿っていなかったということですよね。それを対象外に

するのはいいかどうかということですよね。 

○委員  その点、三菱地所コミュニティさんにはお知らせはしてありますか。 

○楢木地域づくり支援室長  していません。 

○委員  これからというか、結局、審査の対象外だということを、今時点でご存じない

わけですよね。 

○委員  もらったときに、言っていないということですね、ここはもうオーバーだから。 

○楢木地域づくり支援室長  提案内容の範囲になってしまうので。 

○委員  差しかえはしないんですね、公平性ということで。 

○委員  失格とはしないということで救済を図っていることなんでしょうかね。妥当性

について何とも言えないですけど、市のご説明に従って我々は審査するということで、

後で問題があれば、当然、異議の申し立てとか、法的な手続でということになると思い

ます。それは私どもが関知しないという話ですね。その点、よろしいでしょうか。 

〇部会長  特にほかにご質問ございませんでしょうか。 

（なし） 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 では、三菱地所コミュニティ株式会社のヒアリングを行いたいと思いますが、まず、  

採点表２（２）団体の経営及び財務状況について、潮来委員より、計算書類等をもとに

ご説明いただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

（※経営及び財務状況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。） 

○委員  経営及び財務状況については特に問題ないと思います。 

○部会長  では、これから三菱地所コミュニティ株式会社のヒアリングを行います。 
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 三菱地所コミュニティ株式会社を入室させてください。 

［三菱地所コミュニティ株式会社 入室］ 

○部会長  三菱地所コミュニティ株式会社さんですね。 

  それでは、これからヒアリングを行いたいと思います。 

  まず、１０分間で本日の出席者のご紹介と提案内容を簡潔に説明してください。事前

に職員より説明がありましたとおり、１０分経過したところで話が途中であっても説明

を打ち切らせていただきますので、ご了承ください。 

  その説明が終わりましたら、私どもから２０分程度質問をさせていただきますので、

お答えください。 

  意外と１０分、時間がありませんので、要点だけ絞っておっしゃっていただいたほう

がありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  それでは、三菱地所コミュニティのプレゼンテーシ

ョンを始めさせていただきます。 

  私、本プロジェクト責任者です。 

  向こう側が担当、そして真ん中が本日の説明担当でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  それでは、早速、提案書のご説明に入らせていただ

きます。今回は時間に限りもありますので、五つのポイントに絞ってご説明いたします。 

  それでは、まず、１ページをお開きください。 

  一つ目のポイントといたしましては、管理運営の基本的な考え方についてご説明  

します。私たちは、蘇我コミュニティセンターを管理運営するということは、市の代行

者という公的な役割を担うことだと認識しております。 

  様式の下半分のボックスに記載しているとおり、指定管理者としてこの五つ、    

１、千葉市の代行者として、法令を順守した公平で平等な利用の確保、２、安全で安心

に利用できる施設の管理運営、３、多様なニーズに応える実績とノウハウを活かした 

創意工夫、４、幅広い市民に利用いただける、ユニバーサルデザイン発想に基づく管理

運営、５、費用対効果の高い、安定した管理運営、以上五つを基本方針といたしました。 

 次に、３ページをごらんください。 

  二つ目のポイントとしまして、管理実績についてご説明します。公の施設の管理実績

では、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターを初め合計１０施設の指定管理施設の

管理運営を行っております。毎年行われる指定管理施設の評価では、幕張コミュニティ

センターが２５年、２６年と２年連続Ｓ評価、２３年から２６年の４年間の総合評価 

でもＳ評価と、千葉市から高い評価をいただいております。なお、千葉市内のコミュ  

ニティセンターで当社のみが唯一Ｓ評価を獲得していることもご報告いたします。 

  次に、大分進みまして、２９ページをごらんください。 

  三つ目のポイントとしましては、ここでは施設利用者への支援計画についてご説明 

します。 

  １、にぎわいと人々の優しさを感じるまちの創出では、館内に花を飾りつけるスペー

スを設け、明るいコミュニティセンターを目指します。また、ロビーには、季節の花や

端午の節句、七夕、ひな祭りなど、季節を感じられる飾りつけも行い、館内の雰囲気を
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演出します。 

  二つ目は、施設の魅力を向上するサービス向上策です。ダンスや踊りで人気の高い  

キャスターつき大型ミラーを利用の少ない諸室などに配置して、登録団体の増加を図り、

稼働率の向上にもつなげてまいります。 

  三つ目は、ホスピタリティのユニバーサルサービスを提供するサービス向上策です。

下のボックスをごらんください。子どもや外国人の利用者が不便なく利用できるような

利用案内に振り仮名を表記、耳の不自由な方へは筆談ボードも採用します。高齢者向け

には老眼鏡を用意します。そして、幼児室にはおむつかえ台も設置するなど、サービス

の向上に努めてまいります。 

  次に、３０ページをごらんください。 

  ここでは１、サークル活動支援についてご説明します。サークル活動支援では、ロビ

ーでのポスターやチラシの掲示のほか、ホームページにサークル紹介コーナーも設け、

ポスターのダウンロードも可能にいたします。また、サークル団体の発表する場として

サークル発表会も開催し、活動を支援いたします。そのほか、パソコンでのチラシ作成

が難しい方へは、チラシの作成支援も行っていきます。 

  二つ目は、コミュニティ活動への参加相談支援です。ここではサークル団体に興味が

あり、参加前に体験したいという方向けにサークル体験会を実施します。また、サーク

ルが活動していないときも様子がわかるように、録画したＤＶＤの視聴も検討したいと

思っています。 

  三つ目は、地域生活を支援する情報発信、情報提供です。利用者の方が必要な情報を

収集できるよう、ロビーにパソコンを設置します。また、気軽に体育館を利用できる  

よう、スポーツ用具のレンタルも開始します。 

  次に、３２ページをごらんください。 

  一つ目、施設の利用促進のための情報発信・広報活動です。まず、本施設の存在を   

知らない方に対しては、市政だよりでの記事の掲載や小中学校などの教育機関や町内会

への広報紙の配布、それから、鉄道会社、商業施設へは、イベントポスターの掲示等で

周知を図ります。 

  二つ目は、施設の認知度向上のためのイベント実施です。本施設をまだ余り知らない

方に対しては、多世代が参加できるファミリーコンサートを夏休み、冬休みに開催、  

そしてふだん来館されない方を呼び込むために、人気の健康講座や落語を開催します。 

  三つ目は、施設での継続的に活動できる環境づくり、本施設を繰り返し利用したく  

なる環境づくりとしまして、地域奉仕バンクの創設、それからスタンプカードの採用、

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、そしてトレーニング室の充実も図ってまいります。 

  四つ目としては、教育機関への働きかけです。周辺の小中学校の教育施設に対して、

行事での利用や部活動、コンクールなど、練習場所としても活用いただけるよう利用を

促していきます。 

  五つ目は、企業等の団体への働きかけです。条例の改正により企業団体も利用できる

ようになるため、周辺の企業に対しても改めて利用方法を広報紙等で周知して図って 

いきたいと思います。 

  次に、３９ページをごらんください。 
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  四つ目のポイントとして、ここは施設の事業の効果的な実施についてご説明します。

ここでは市からの受託業務についてご説明します。 

  管理運営の基準では、受託業務として、ア、コミュニティ祭りの開催、イ、体育館の

無料開放、ウとして、絵本の読み聞かせなどの実施が求められています。私どもでは、

これらのほかに、募集要項８ページで環境への配慮も指定管理者に求められていること、 

 そして千葉市は人口５０万人以上の都市におけるリサイクル率が平成２２年度から４年

連続１位となっております。そこで、私たちは、さらに市民の環境に対する意識向上を

目的に、リサイクルショップのオープンと緑のカーテンを追加事業としてご提案します。 

コミュニティセンターでのリサイクルショップの運営は、千葉市としても初の試みに 

なるかと思います。運営が軌道に乗りましたら、蘇我コミュニティセンターを成功  

モデルとして、ぜひとも他のコミュニティセンターに広げていきたいと考えています。 

  次に、５１ページをごらんください。 

  五つ目のポイントとしては、管理経費の縮減です。ここでは先ほどご紹介しました  

リサイクルショップのオープンによることについて触れております。 

  リサイクルショップの売上金についてご説明します。表にもございますとおり、   

初年度と２年目以降の収支を表にあらわしています。ここで得られる収益を初年度で 

あれば７４万１，０００円、２年目ですと１３３万８，０００円となっていますけど、

このうちの５０％を指定管理料の縮減の原資として活用します。本事業は、環境への 

配慮も実現できる上、指定管理料の縮減にも役立つ事業のため、ぜひとも実現したいと

考えています。 

  次に、５６ページをお開きください。 

  ここでは利益等の還元の方針についてご説明します。公の施設は、市民の貴重な税金

によって設置され、指定管理料においても税金が投入されております。そこで利用料金

収入に基準金額を設置し、その基準金額を超過した分の５０％を市に還元いたします。 

  ここにも書いてありますとおり、幕張コミュニティセンターでは、過去４年間に   

５２０万円を還元しております。また、還元金の使用方法は、市との協議になりますが、

備品の購入費や修繕費用等に充当し、結果的に市民へ還元したいと考えております。 

  最後になりますが、私たち三菱地所コミュニティは、これまで培ってきた実績とノウ

ハウを生かし、地域の方とともに花いっぱいのコミュニティを、ぜひつくり上げたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○部会長  はい、ありがとうございました。 

  それでは、委員の皆さんから質問がございましたら、お願いいたします。 

○委員  本社のほうで事業計画書が立てられるという部分につきまして、６ページです

ね。真ん中のところに、経営管理業務、１番、事業計画書作成業務となっているんです

が、これは本社というふうになっていて、事業報告書とか、評価ですとかは、現場でつ

くる役割分担になっているんですが、全体計画の中に所長さんとか、そういった方は絡

んでこないんでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  もちろん、その中にも入ってきます。まず、初年度

につきましては、本社のほうで一番最初にプランを考えまして、そこから２年目以降に

つきましては、現場の所長を初め職員と実績に基づいたものを組み立てていくというこ
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とで、共同でつくることになっております。 

○委員  初年度はこういう体制だけれどもということですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  わかりました。 

  もう一つよろしいでしょうか。自主事業の中で民間企業の方を講師に抜てきすると 

いうことがありまして、ほかでもそういった実績はお持ちですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい、ございます。いろいろ事業をやっているんで

すけど、例えば、この前行いましたのは、コーヒーかすを使ったリサイクルの講座をや

ったんです。そのときにコーヒーの企業からお越しいただいて講座を行っております。

それから、そのほかにも複数の企業にご協力いただいたりとかしております。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  委員、どうぞ。 

○委員  ４６ページのところで、利用料金収入の積算根拠というところで、収支の利用

料金の中で稼働率として書かれているのは、これ、２３．８とか、２５．８というのは

何ですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  失礼しました。これは誤植でございます。一応、こ

ちらの４０ページのほうに。 

○委員  こちらの数字というものは、じゃあ全然関係ない。何か意味がありそうな数字

だったので、そういうのじゃないんですね。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  それから、同じく４２ページのところの真ん中辺にあるこれは何ですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  ４２ページの真ん中ですか。 

○委員  蘇我コミュニティセンター周辺の人口構成とかというのがあります。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。こちらのほうはコミュニティセンターの周辺

にどういった方たちがお住まいになっているかということで、調べたものを表にして記

載させていただいております。 

○委員  これ、調べないでこんな数字が出てきていますか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  千葉市のホームページに統計データがありまして。 

○委員  全く数字、違うんじゃないですか、これ。こんな数字ですか。だって、例えば、

蘇我のところ、男性が一万六千幾ら、女性が一万四千幾ら、三万幾らということですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  これと同じような数字が出ているのが、３２ページ、蘇我のところの人口トー

タルだって八千何百人でしょう。それから、今井のところは人口として５，０００人近

くいるんだけど、どこもみんな合わせたって２，５００人ぐらいしかかいない。何かど

こかから引っ張ってきた意味のある数字かと思ったけど、そうじゃない。むしろホーム

ページにあるのは３２ページにあるほうがおおむね合っているんです。これの数字が見

れば、人口は２４年、２７年で、例えば蘇我のところは８，０００人ちょっとから８，

５００人とか、何人になっていますでしょう。その数字と今の４２ページの数字を比べ

ると、男と女でもってトータルしたら３万人になっちゃいますよ、例えば、蘇我なんか

は。何か意味があるような感じでまとめたんじゃなくて、間違えというか、プリントミ
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スというのでもなさそうだし、何か意味があるのか、よくわからないんだけど、これ何

ですかね。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  私どものほうで統計データをもとに書いたのですが。 

○部会長  少なくとも３２と４２は数字が違うのですが、その結果、ここに書かれてい

ることについて、何か内容が変わってくるんでしょうか。前提となる問題意識としての

人口分布だと思うんですけれども、特に数字が違ったからといって何かここに書かれて

いることを訂正する必要はないんでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  特にありません。 

○部会長  何らかのミスがあって、３２ページ、４２ページで齟齬が生じているわけで

すけれども、それは追及してもしょうがないですので。特にここに書かれていることに

ついては、付加しておっしゃることもないということでよろしいですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○部会長  それでよろしいですか。 

○委員  はい。 

○部会長  ほかにご質問等ございますでしょうか。 

○委員  私からちょっと何点か伺いたいんですけれども、幕張のほうの実績がおありだ

ということですけれども、その実績を当該蘇我の施設にどんな感じでフィードバックさ

れるんでしょうか。 

  あと、もう一つ、その前提として、蘇我の施設について、どういうふうな現状認識を

されているのか、地域性であるとか、あるいは当該施設の課題とか、あと、新施設に  

なりますけれども、新しい指定管理に向けてどういう取り組みを今後、新施設だという

ことでされていくのかというのは、当然、市民からすれば、指定管理者が誰かはさて  

おき、新しい場所に移るわけですよね。そうすると、いろいろ期待するところもあろう

かと思うんですけれども、それに対して市民に対して、どういうふうに新施設の構想と

いうものをプレゼンできるのか、その辺、お尋ねしたいんですが。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  まず、蘇我コミュニティセンター、今、勤労市民プ

ラザというふうになっておりますけれども、非常に大きな建物になっております。特に

私ども、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、特に１階のロビーが大きいスペース

がありますので、そこを活用した事業を行いたいというふうに思ってリサイクルショッ

プのオープンなども入れております。 

 それから、もともとの勤労市民プラザさんと、今の蘇我コミュニティセンターの団体

さんが今度一緒になって活動されるかと思います。まず、そこであれだけの大きい施設

ですから、どういって盛り立てていこうかというところにつきましては、幕張コミュニ

ティセンターでも取り組んできました、まず、施設ににぎわいを感じさせたいなという

ことで、館内を花で飾ったりとか、そういったことをしたいと思っております。 

  それから、ただ単に私たちだけで運営するんではなくて、利用者の方、地域の市民の

方にも加わっていって、ともに蘇我コミュニティセンターを盛り立てて運営したいとい

うふうに考えております。 

○委員  先ほど、リサイクルショップというものを目玉にされるということでおっしゃ

っていましたけど、これ実績はおありになるんですかね。 
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○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  リサイクルセンターでの実績があるということですか。 

○三菱地所コミュニティセンター  はい、そういうことです。 

○委員  こういうコミュニティセンター的な施設では初めての取り組みでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  先ほど、売り上げについて数値目標をされていましたけれども、何か根拠があ

る話なんですか。というのは、毎日１万円をコンスタントに売り上げていくというのは

結構ハードルは高いんじゃないかなという気がするんですけれども、何か勝算があるん

でしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  現在、一番事例で挙げているのが足立リサイクルセ

ンターというのがありまして、２６年度の実績が約四百七、八十万の実績が上がってお

ります。コンスタントに今でも一万七、八千円は出ているんですけど、いきなりオープ

ンしたからといって、そこまでの数字は上がらないとは思っておりますので、まずは１

万円というところを目標にいたしまして取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。その中で、まず１万円を毎日売り上げた場合、これぐらいの収益が上がるだろう

ということを想定して表を作成いたしました。 

○委員  あと、もう１点だけ伺いたいんですけれども、御社でこの地域で管理している

マンションの居住者数って把握されていますか。わからないようでしたら、結構ですか

ら。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  人数まではちょっとあれですけど、大体２３棟ぐら

いです、千葉市内で。 

○委員  マンションが２３棟。千葉市全域ですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  千葉市全域で。 

○委員  そちらに何かチラシをまいたりなんか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  もちろん、それも考えております。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  ほかにご質問はございませんでしょうか。 

○委員  収支のところで質問させていただきますけど、自主事業も幾つか行われる、今

のリサイクルもそうですが。予算書の中で収支が収入と支出がちょうどイコールになる

ような、そういう計画になっているんですけれども、基本的にはうまく合わせるような

形にできるということですか、差額が余り出ないということなんですか。 

  それとも、出た場合には管理料のほうに還元するかとか、そういう話なんでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  差額は恐らく決算を迎えますと、多少は出るんじゃ

ないかと思います。 

○委員  決算のときには。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  変動するところでいったら、大体光熱水費とか、そ

ういった消耗品関係の購入とか、そういったところで出てくるんではないかと思います。

差額が出ましたら、募集要項のほうにも載っていましたとおり、決められたパーセンテ

ージによって還元するというふうに考えております。 

○委員  だから収支の予算をつくる段階では、余り差額が出ないようなことを考えてい
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る。あるいは、収入が上がらないような自主事業は余りやらなくて、あるいは、全体的

にバランスがとれるような、そういうふうな形で会社としてはやっていきたいというよ

うなことですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。 

○委員  関連してよろしいですか。幕張のほうで利益還元をされたという実績がありま

すけれども、そこはどういう努力をされたんですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  ここに書いてある全てのことなんですけど、利用者

の人にたくさん使っていただくためにはどうしたらいいかということを考えて取り組

みました。そのために、まず、一つは、利用団体数をふやす。そのためには利用者の方

が来たくなるような施設にしないといけないので、例えば、先ほどご紹介しましたとお

り。一番人気なのが、ヒットしたのが、キャスターつきの大型ミラーなんです。これを

導入したことによって、幕張コミュニティセンターで２０団体以上登録がふえました。

そうすることで、たくさんの人に使ってもらう。そうすると、必然と利用料収入もふえ

ていきます。やはり、ニーズにこたえた取り組み、運営が一番ではないかなと思います。 

○委員  節約のほうでは何かご尽力されたことは。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  節約ですね。こちらは特に夏場、温度の設定がなか

なか難しいんですけど、夏は２８度ですよといっても、それだけだったら、どうしても

暑いということになってしまいますので、じゃあ、私たちも何かそのためにしなければ

ということで、冷房だけだと暑いので、循環がよくなるように、お部屋に扇風機を入れ

ました。それで回して循環したりとか、あと、ロビーにうちわも置かせていただきまし

た。暑いときは、このうちわをぜひご利用くださいということで。うちわには幕張でキ

ャラクターを、まこちゃんというのをつくったんですね。それを自分たちで張りつけま

して、お使いになっていただいてという取り組みはやらせていただきました。 

○委員  自主事業の収支の話で、６３ページの人件費の支出と利用料の考え方なんです

が。人件費については、職員の人件費だろうと思うんですけれども、自主事業に関わる

職員の人件費の部分とそれ以外とは別枠で全部考えて、ここで生じる人件費はどうなる

のかなと。職員に還元するというような、そういう考え方の計上の仕方なんでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  自主事業の人件費につきましては、主には講師料な

どに充てることになっております。 

○委員  ここに入っている人件費というのは、講師料ですか。ということは職員の人件

費は。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  職員の人件費ですね。職員の場合は、そこに携わっ

た時間とかによって案分して設定することになるかと思いますので。 

○委員  それはこの中にもう入っているんですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  この中には、設定では含まれていません。 

○委員  ということは、大体サービスでもうその部分やるという、そういう考え方です

か。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  もう、自主的に、はい。 

○委員  そうすると、同じように今度は諸室の利用料金というのが１３３万だかありま

すけれども、これは実際の利用料金で使ったときのお金という形で出てきている分があ
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りますけど、その中に含まれているんですか、含まれていないんですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  自主事業のほうの諸室の料金は、その中に含まれて

おります。 

○委員  もうそこに入れちゃって、この部分だけは入るから、その分の稼働率を上げて

いますと、そういう考え方でやられているんですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい、そうです。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

○委員  ２６ページの中段のところなんですけれども、利用の仕方のところで、不来場

対策ということで、不来場１回で翌月から一定期間申し込みをできなくするというご提

案がありまして、２回だと半年。これはどこかの施設で既に実施していらっしゃるやり

方なんでしょうか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  はい。多少日数的には違うところはあるんですけど、

東京都の中央区の区民館のほうで予約システムが同じように入っています。今度、千葉

市のコミュニティセンターは当日の支払いでオーケーということになるんですけど、区

民館もそのようになっておるんですけど、以前から懸案だったのが、予約をとるだけと

って、ドタキャンみたいな形で当日キャンセルとかというのが、結構多くありまして、

そのための対策として、私たち指定管理者と中央区の方々で一緒に考えたんですけど、

こういう不来場対策、予約の制限を設けるという対策をやっております。 

○委員  幕張ではまだやっていないということですね。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  まだ、そうですね。２８年度からお支払い方法が当

日払いになりますので。そこで恐らくそれがスタートすると、こういったことが考えら

れるんじゃないかなと、トラブルとして。それで、あくまでご提案という、こういう対

策はいかがですかということで、こちらに載せさせていただきました。 

○委員  中央区では、その仕組みを導入したことによってスムーズにいくようになった

んですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  実はまだスタートしたばかりで、今のところ、トラ

ブル等は起きてはいないんですね。ただ周知のほうをしっかりと事前に行っておりまし

たので、利用料金のお支払いとか、その辺にはすごく利用者の方も気になっているとい

うことは聞いております。 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

○委員  ここにかかわるからお聞きしますけれども、最後のところで、予約をした日か

ら１０日以内に使用料の納入とかって、一般に今、いわゆるシステムの予約が決まって

から７日というのを決めているんだけど、むしろ、それよりも甘くしているというのは

何か意味があるんですか。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  これはまだ特に決められたものではありませんでし

たので、まず、１０日という区切りのいいところでいかがでしょうかということで載せ

させていただきました。 

○委員  今の予約システムでは、予約が確定してから７日というふうにちょうどいいの

に、ここだけ何でこんな１０日にしているのかなと思ったものですから。 

○三菱地所コミュニティ株式会社  それにつきましては、７日という設定はあるんです
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けど、少しゆとりを持って、まだ周知のほうがされていないと思いまして、仮の数字で

私どもは１０日というものを入れさせていただきました。 

○部会長  はい、ありがとうございます。ちょうど区切りとなりましたので、これで終

了させていただきます。ありがとうございました。 

[三菱地所コミュニティ株式会社 退室］ 

○部会長  それでは、委員の皆様、今のヒアリングを踏まえて採点をお願いします。 

［採点］ 

○委員  今の自主事業のお金の扱いって今の説明でいいの。それは稼働率や何とかとか

利用料金を全部入れちゃう考え方で。 

○事務局職員  はい。 

○部会長  では、進めますけれどもよろしいでしょうか。 

 それでは、次にＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体について審査を行います。 

 初めに、事務局であらかじめ採点した審査項目について、ご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体についてでござ

います。お配りした資料４（４）の採点表をごらんください。 

 まず、２（１）同種の施設の管理実績でございますが、同社は、現在本市において   

長沼・千城台のコミュニティセンターの指定管理を受けていることから、５点と採点 

いたしました。 

 次に、５（２）管理経費（指定管理料）ですが、提案の指定管理料は５年間で     

３億７，２６０万６，０００円であり、基準額を下回っていることから基礎点の１８点

を得ることになります。 

 また、提案額を所定の算式に当てはめた結果、加算点は８点となることから、合計  

得点を２６点と採点いたしました。 

  次に、６（１）市内産業の振興ですが、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅは稲毛区宮野木町に、    

オーチューは中央区長洲にそれぞれ支店を有していることから、２点と採点いたしま 

した。 

  次に、６（３）市内雇用への配慮ですが、様式３－１別紙に示す総雇用人数２５人の

うち、２１人を市内雇用とする提案がございまして、市内雇用率８４％で８０％を  

超えることから、３点と採点いたしました。 

  最後に、６（４）障害者雇用の確保ですが、平成２７年６月の雇用率は、Ｆｕｎ     

Ｓｐａｃｅが１．５８％、オーチューが１．０２％で、双方ともに法定雇用率未達成で

あることから０点、また、様式第２２号において、当該施設においても障害者を雇用  

するということから、１点となりまして、合計で１点と採点いたしました。 

  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。 

  ただいまのご説明について何かご質問はございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  それでは、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のヒアリングを行いた

いと思いますが、まず、採点表２（２）団体の経営及び財務状況について、潮来委員よ

り、計算書類等をもとにご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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（※経営及び財務状況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。） 

○委員  １者については、経営及び財務状況については問題ないと考えています。 

○部会長  もう１者については、撤退のリスクがあるとかという話ではないわけですよ

ね。 

○委員  そうです。そこまでの話じゃないけど。 

○部会長  多少の注視は要する感じでしょうか。 

○委員  １００点の会社ではありません、あるいは９０点の会社ではありませんという

ことです。 

○部会長  ありがとうございます。 

  ほかにご質問はございますでしょうか。ほかに財政のこと以外で何かご意見等ござい

ますか。 

（な  し） 

○部会長  よろしいでしょうか。 

  それでは、これからＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体のヒアリングを行いた

いと思います。 

 入室させてください。 

［Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 入室］ 

○部会長  よろしいでしょうか。Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体さんですね。 

 これからヒアリングを行います。まず、１０分間で本日の出席者のご紹介とご提案 

内容を簡潔に説明してください。事前に職員より説明がありましたとおり、１０分を 

経過したところで、途中であっても説明を打ち切らせていただきますので、ご了承くだ

さい。 

  説明が終わりましたら、私どもから２０分程度質問させていただきますので、お答え

ください。 

 座ったままで結構ですので、よろしくお願いします。 

○Ｆｕｎ Ｓpａｃｅ・オーチュー共同事業体  このたびは、このような機会をいただき、

まことにありがとうございます。Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体の本日の

出席者をご紹介いたします。 

 本日出席しておりますのは、私の隣から代表企業のＦｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社の 

担当専務取締役です。その隣が営業部長です。その隣が現在、蘇我勤労市民プラザの所

長です。その隣が株式会社オーチュー千葉支店長です。私は、現在、千葉勤労市民プラ

ザ３館の統括責任者です。 

  それでは、説明のほうをさせていただきます。 

  初めに、当共同事業体の紹介をいたします。代表企業のＦｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社は、

社会貢献と人間の成長を企業活動の目的としまして、地域を元気にすることを最大の 

目標とした運営を全国で３１施設を任され、着実に成長している会社です。 

 また、構成員企業であります株式会社オーチューは、創業以来、数多くの官公庁や  

民間施設の維持管理を行ってきた会社で、品質・環境・情報に関します三つのＩＳＯを

取得しております。 
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 私たちは、以前より２社共同で数多くの施設の運営を行っており、連帯責任で確実に

運営いたします。千葉市内でも長沼コミュニティセンター、千城台コミュニティセンタ

ー、美浜文化ホールなどをお任せいただいております。 

 私たちは、蘇我勤労市民プラザを指定管理者として２期５年間お預かりして、利用者

を初め地域の方々との連携、協働を大切に考え、力を入れて取り組み、その結果、多く

の方々のご協力のもと、施設の活性化を果たすことができました。 

  蘇我コミュニティセンターは、施設規模が２倍となるとともに、来年度から条例改正

により体育館の専用使用や市外利用、会社の内部会議など幅広くご利用いただけること

になります。 

  この利用条件は、私たちが現在運営しております千葉市蘇我勤労市民プラザの運営 

形態と類似しておりますし、その経験を生かして稼働率及び利用料金収入アップを  

図っていきます。また、地域ネットワークを生かし、地域と課題を共有し、ともに取り

組んでまいります。 

  それでは、次期指定管理期間で、特に力を入れて取り組みたい事項についてご説明  

いたします。 

 提案書様式第１９－１号の４５ページをお開きください。 

 次期指定管理期間では、表にあるように、自主事業を七つのテーマに分類して、地域

コミュニティの形成や地域の課題解決への取り組みに取り組んでいきます。 

 一つ目は、世代間交流です。高齢者が中心の陶芸サークルとのネットワークを生かし、

子どもたちに陶芸教室を開催するなど、高齢者が習得した知恵や知識、経験や技術など

を若い世代に伝えるなどの機会を創出します。 

 二つ目は、防災・防犯です。平常時から災害や犯罪の知識や対応力を高め、市民みず

からが自身と地域の人々の暮らしや命を守ることができるよう準備をするとともに、 

地域リーダーを育成します。まずは防災への関心を広く、多くの方々に知ってもらう 

ことが重要と考えます。 

  蘇我勤労市民プラザでは、近隣自治会、地域団体、近隣施設、企業、公共団体などの

地域の協力を得て、家族で学べる防災イベント、かぞくいっしょにあそぼうさいを実施

しました。千葉市ＳＬネットワークとともに考えた遊びながら学べる多彩な防災プロ 

グラムでは、楽しみの中にも真剣なまなざしで取り組む子どもたちの姿を見ることが 

できました。一緒に参加した保護者からもたくさんのご質問や相談をいただき、関心が

高まったと感じました。防災は継続性が必要不可欠なため、今後も継続的に実施して 

いきます。 

 三つ目は、子育て支援です。地域がつながる子育ての支援を図るために、地域との  

ネットワークを生かし、千葉工業高校にお願いする化学実験教室や企業に講師をお願い

し、夢を与えるお仕事体験などを実施します。 

 四つ目は、郷土愛醸成です。千葉市の地域資源である千葉氏を初めとする歴史を広め、

市民のアイデンティティづくりを行っていく活動として、郷土史研究講座を継続して 

いくことや、千葉氏グルメめぐりや、スタンプラリーのイベントを行います。この活動

を通して築いたほかの都市とのネットワークも活用していきます。来年の千葉開府  

８９０年に向けて千葉市郷土博物館とも千葉氏のＰＲを継続していきたいと考えて 
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います。 

 五つ目は、健康の増進です。市民の健康な生活環境の確立を支援し、生活の質の向上

と医療費の抑制、健康増進と発病の予防に貢献します。ヨガや卓球などのスポーツ教室、

認知症予防につながる健康に関連した講座などを実施します。 

 六つ目は、豊かな生活です。同じ趣味を持つ人々との交流、新たな知識や技術の習得、

生活の楽しみ方の提案など、豊かな生活につながる機会と場を提供します。歌声広場や

社交ダンスパーティなどを実施します。 

 七つ目は、施設活性化です。サークル活動の支援、施設運営サービスの品質の向上、

安心・安全な施設利用の提供、より快適な施設空間の提供、サークル間交流や運営内容

のご意見をいただくお茶会も実施します。 

 自主事業を実施する上では、利用団体や地域団体、近隣施設や企業など、いろいろな

方々のご意見、ご協力が必要となります。次期指定管理期間では、これら七つの自主  

事業の方針にかかわっていただく方々を蘇我コミュニティセンターサポーター、通称

「蘇我サポ」と名づけ、組織化していき、自主事業やイベント、運営にかかわっていた

だきます。 

 既に勤労市民プラザでこうしたご協力をいただいている方々だけでも１００名を 

超えており、蘇我サポは、今後、蘇我コミュニティセンターの運営や自主事業を進めて

いく上で大きな原動力になります。私たちは、これまで行ってきたこと、新たに行う  

ことを蘇我サポという組織とともに立体的にし、進化、発展させていきます。 

 今まで利用者や地域の皆様との関係を築いてきた地域ネットワークを生かし、さらに

一歩踏み込んだ地域コミュニティの取り組みへと施設及び地域活性化に向けて全力で

取り組んでまいります。 

 次期指定管理期間をさらに熱い思いをもって取り組んでまいりますので、よろしく 

お願いいたします。 

  ご清聴、ありがとうございました。 

○部会長  ありがとうございました。 

  それでは、委員の方から質問がございましたら、お願いいたします。 

○委員  １３ページのところですけれども、共同事業体ということで、前のほうには７

５％、２５％の役割ということが書かれていますが、ここの中で、施設の維持管理、保

守点検というのは、そういう意味ではオーチューさんのほうがやるのかと思ったら、こ

こでは代表企業のほうのファシリティ推進室と連携して進んでいくということになっ

てくると、オーチューさんの役割というのは、どういうことをやっているんですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  オーチューさんとは、今まで多くの施設

をやっておるんですけれども、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅのほうでファシリティ推進室という

施設を設けたのは、国土交通大学校の講師をしている方を今後必要になってくる公共施

設の維持管理、老朽化した施設をいかに延命していくか、お金をかけないことをして省

エネをどう心がけるかという人を迎え、そこを非常に中心としてＦｕｎＳｐａｃｅのフ

ァシリティ部門とオーチューさんの技術部門、そこを合体して、その人を我々は推進室

の頭として動こうという体制のためでございます。 

  具体的には、実際のスタッフは、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅが現地につきまして、具体的に  
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動く部門についてはオーチューさんが動きます。基本的には連携をとって動く形になっ

て おります。 

○委員  ということは、日常管理の施設管理についてもオーチューさんが入ってやると

いうことでいいですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  日常的にも連携をとる形になります。 

○部会長  よろしいでしょうか。ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  お話の中に蘇我サポと呼ばれる人たちが１００名ばかりいるということを伺い

ました。これから二つの施設が統合するわけですけれども、やはり、今の現状のコミュ

ニティセンターにもそういうような人たちが、それを支えている人たちがいっぱいいる

と思うんです。そのあたりのことは、どういうふうにお考えでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  回答させていただきます。 

   現在、蘇我勤労市民プラザでボランティアですとか、あとは自主事業の運営などを   

助けてくださっている方がたくさんいらっしゃいますので、その方たちとは組織立って

やっているわけではないんです。勤労市民プラザを介してボランティアのお願いを  

したりですとか、いろいろなサポートをしてくださっている中で、今後、そういった  

方たちのご意見を広く受けとめたいと考えまして、今回、このような提案をさせていた

だいていますので、今度、コミュニティセンターの方たちも一緒になってつくり上げて

いくときに、一緒にご相談させていただいて、一緒にいろいろなご意見を取り入れて 

いきたいと思っていますので、分け隔てなくそこはやっていきたいと考えています。 

○委員  えこひいきなしですね。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  あと、ちょっと補足させていただきます

と、企業の方たちとも、直接ご利用者という立場で勤労市民プラザのほうは、今現在も

ご利用者としてまずいらっしゃって、職業体験なんかを、例えばイベントを勤労市民プ

ラザでやったときに、企業の方たちがそういったご協力をいただける、そういう形で、

今までのコミュニティセンターだけのご利用者の方と少し種類が違う方たちもご利用

者としていらっしゃいますので、そういった方たちも入っていただこうというようなと

ころで考えておりますので、いろんな方たちが集えるような、そういうサポーターにな

るイメージをしております。 

○委員  その点に関して、多少混乱も想定されますよね、利用者数が上がっているとな

るので。その辺、どういうふうに整理していこうとお考えでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  そうですね、まずはお茶会などを提案さ

せていただいているんですけれども、そういったところで相互に顔見知りになっていっ

て、話を少しでもしていく中で、環境が整えばいいなとは思っております。 

  ですので、誰か一つの意見に固定して意見を聞くのではなくて、皆さんからのご意見

を総合してやっていく、皆さんで協力して運営していくという姿勢で受けとめたいと 

思っています。 

○委員  ありがとうございます。 

○部会長  ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  駐車場のことについて伺いたいんですが、提案書の２１ページの下のほうの、

そのページ前段もそうですけれども、管理を具体的に書いておられるんですが、下から



 

―４３― 

六つ目の見出しのところで、混雑時におけるというところ。２行目に必要に応じてシル

バーによる派遣員や１から３名の職員の配置ということですが、これはシルバー人材セ

ンターということでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  はい、そうです。 

○委員  これまでもこうした対応をなさっていたということなんですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  はい、そうです。 

○委員  そうすると、その下のイベント時、臨時駐車場を近隣企業、団体の協力という

ことでも、蘇我勤労市民プラザの実績というのが書いていらっしゃいますけれども、こ

れも既にイベントのときは協力いただいている。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  そうです。 

○委員  そうすると、どのぐらいの駐車台数を確保できるんですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  今度のコミュニティセンターが７０台と

いうふうに伺っておりますので、ＪＦＥスチールさんにお借りした駐車場に関しまして

は、１００台まで受け入れ可能ということで、そのとき貸していただいていますので、

倍以上です。 

○委員  そこからのバスの送迎サービスというのもＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチューさん

のほうで準備されるのですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  全館を貸し切ってやるような大型のイベ

ント、例えばあそぼうさいですとか、ありがとう祭りなどを開催させていただいたとき

に、ご協力を得てやらせていただきました。 

○委員  わかりました。もう一つですが、提案書になかったように思うんですけれども、

今後、いろいろな幅広い世代の方が利用されたり、あと、夜間使っていこうとすると、

ふだん働いていらっしゃる方とかも対象にしていかないと、夜間の稼働率は上がらない

と思うんですが、Ｗｉ－Ｆｉを設置するとか、そういうのをお考えはないんでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  はい、記載がなかったようでしたら申し

わけございません。現在も勤労市民プラザでＷｉ－Ｆｉの設備を整えておりまして、ご

利用いただけます。Ｗｉ－Ｆｉのスポットに関しましては、１階のロビー部分で導入さ

せていただいていましたので、その他、会議等で企業の方が使う場合には、ポケットＷ

ｉ－Ｆｉですかね、それをさらに契約しまして、無料で貸し出しできるように手配をし

ておりました。これは継続的にやっていく方針です。 

○委員  わかりました。ありがとうございました。 

○委員  ６２ページの収支内訳表の中で、事務管理費の一番最後に事務管理費、経理、

財務、人事関連の日次、月次、年次サポートということが書いてありますけれども、こ

れはいわゆる人件費じゃなくて、外のどなたかに依頼されるということですか。これが

毎年２４０万ぐらい計上されていますけれども。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  私のほうからご説明させていただきます。 

 月額が２０万ということで、コミュニティセンターの所長以下のメンバーは必要  

最低限といいますか、現場の対応の者だけということで、例えば、日々の伝票とか、  

そういったものは本社のほうでサポートする、そういったようなものとか、専門的な 

ものについては本社でサポートするということで、そこの部分が本社経費、いわば  
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人件費的なものかもしれないんですけれども、内容的には、今言いました経理関係、  

財務関係、それから人事労務関係、採用とか、そういったような専門的なもの等に   

関する部分での本社、特に代表企業のＦｕｎ Ｓpａｃｅの本社で現場を支援している 

部分、そこの経費ということで計上させていただいております。 

○委員  具体的に費用が発生した都度じゃなくて、定額で、大体そういったいろんなサ

ービス、受付のところでのサービスがこのぐらいだから、月２０万と、そういう形だと

いうことですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  これまでの勤労市民プラザのときも同じ

ような形で計上させていただいておりまして。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  ちょっと補足しますと、本社で一括全て

の会計処理を行っております。現場だと、紛失とか混乱が起きますので、それをちゃん

とした会計処理をして、それをお役所のほうに報告する際も、それを利用して出してい

くという形で、本社で一括処理するようになっております。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

○委員  じゃあ、私のほうから質問させてください。まず、御社は勤労市民プラザの現

管理者ということで、そこが一番の強みだと思いますけれども、他社に負けない部分と

して、どういう点をアピールされるのか、教えていただきたいのと、あと、これまでの

既存の施設ではない新しい施設があろうかと思います。料理実習室などが新しいものだ

と思いますけれども、その分、４９ページあたりに書いてあろうかと思いますが、新し

い施設に対して、どういうふうに新しいご提案をされるのかというところを教えていた

だきたいんですけれども。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  当社のＰＲ部分としまして、一番アピー

ルできるところは、地域ネットワークではないかと考えています。蘇我のまちの地域自

治会さんももちろんですし、企業の方も今までご支援いただいたネットワークをつくっ

ておりますので、そういったものが、今度、蘇我コミュニティセンターになっても生か

していけると考えております。 

 新規の施設なんですけれども、料理実習室は現在もございまして、ただ、稼働率の点

では、やはり懸念される点ではあると思いますので、この点については、料理実習室  

だから料理教室をやって稼働率を上げていこうというよりは、今度、ちょっと違う視点

で、例えば、語学教室の文化を伝えるという点で、イタリア語講座をやっていたらイタ

リアの料理をそこでみんなで一緒につくって、語学教室でも活用していこうというよう

な流れで発展していければいいなと思っておりますので、多くの施設、稼働率が低い 

ところもあるかと思いますけれども、そういった、ちょっと発想を変えていく形で稼働

率を上げていければいいなと考えております。 

○委員 ありがとうございます。 

  ちょっと細かい話ですけれども、一番大きい部屋、ホールじゃなくて、一番大きい  

部屋が上のほうに。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  ４階の多目的ホールですね。 

○委員  どのような使い方を想定されていますか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  はい。今までは社交ダンスでのご利用の
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方が大変多かったんですけれども、コミュニティセンターになりますと、そういった社

交ダンスでやっていた方たちは、お客様からさらに入場料を取って運営したものでした

ので、コミュニティセンターになると、その方たちがご利用いただけないんですね。た

だ、それだけ社交ダンスパーティがご利用が多かったということは、蘇我でもニーズが

まだまだあるということで捉えておりますので、当社の主催にさせていただいて、そう

いった主催をしていた団体様とネットワークを組んでパーティを継続していきたいと

考えています。 

  あとは、地域の学校などの演劇部ですとか、吹奏楽部ですとか、そういったところに

練習会場としてご提供できないかなというふうに考えておりますので、こういった  

ところで利用が拡大していけばいいなと思っております。 

○委員  ありがとうございます。 

○委員  ちょっと関連して、いいですか。 

  稼働率ですが、逆に体育館って稼働率は高いじゃないですか。今度、蘇我のコミュ  

ニティセンターを利用されている方もこちらを利用するというところで、今までいた 

方はもっと使いたいし、新しく入る人には、わずかな空きしかないんですけれども、  

それをどういうふうにバランスをとるんですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  今まで蘇我のコミュニティセンター自体

に体育館がなかったんです。ですので、そのあたりに関しては、重なるというようなご

利用は余り考えられないかなとは想定しています。ですので、今までのサークルの方た

ちが今までの稼働率の中でご利用いただけるんではないかと考えております。 

○部会長  何かありますか。 

○委員  私から。自主事業の収支についてお聞きしたいんですが、例えば、７８ページ。

自主事業での収支差額が２００万を超えて、収入の中に入る形で収益を上げていること

はいいと思うんですけれども、そのときに自主事業の経費として部屋代だとか、人件費

が入っていると思うんです。人件費というのは、全体の収支に人件費として入っている

のと別枠調達してやられるという考え方なのか。そうじゃなくて、全体の人件費の一部

を自主事業でという割り振りをした数字なのか、その辺のところを。 

  あわせて、自主事業で諸室を稼働率の中に入れちゃっている話なのかと、自主事業の

収入というのは、どこか別のところに行くのか、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  お答え申し上げます。 

 初めのほうの人件費でございますけれども、これは別途どこからか人を雇って払うと

いうことではなくて、今いるスタッフの人件費を指定管理事業にかかわる部分と自主 

事業にかかわる部分ということで按分して配分したという考え方でございます。 

○委員  ということは、今の職員なんかの人件費は、これだけですというのは、前に出

てきていますけれども、それにここで出てきた分がプラスされるという見方になるんで

すか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  指定管理料の算定の中に該当する人件費

だけを算出しておりまして、いわゆる自主事業にかかわる分の人件費は、ここは指定管

理事業ではないので、指定管理料のコストとは考えないという考え方で個別にさせてい

ただいているという考え方です。 
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○委員  そうすると、逆に、ここに上がってきた人件費は、それほど大した金額じゃな

いかもしれないんですけれども、例えばロビーコンサートとして収入が７万円とありま

すが、その金額は、やった職員のほうに還元されるものなんですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  当然、職員へは、会社のほうから給料等

で支払いますので、その人件費に対しては、自主事業等に参加いただいた方の参加費の

収入、その枠内では人件費とか。 

○委員  職員分の指定管理業務の人件費は指定管理のほうに載っていますよね。自主事

業業務は指定管理業務中の時間の中でうまくやったのか、時間外でやったのかわからな

いけど、自主事業業務に仕事をしましたと。この業務分として人件費として９７万円予

算上上がってきましたということであれば、その９７万円は働いている職員の方に還元

される内容と理解してよろしいんですかということです。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  それはかかった費用の振り分けをしてお

りまして、本体と自主事業という。通常、その人にかかる人件費というのは、足し算の

ところにあると。その仕分けはしておりません。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  例えば、すごく簡単な例でいきますと、

時給例えば１，０００円で８時間働くスタッフがいたとします。その８時間のうち１時

間を自主事業の仕事に使って７時間をいわゆるそれ以外の通常の業務で使ったといっ

たときに、１，０００円掛ける７時間の７，０００円分は指定管理事業のほうの人件費

として、今回の提案書の中で計上して、１時間分の１，０００円について自主事業のほ

うに計上させていただいているという、そんな考え方で分けて計上していると。 

○委員  という考えであれば、ここにある指定管理料としての人件費に、もらう側から

言えば、職員の側から言えば、それに自主事業分が上乗せされるという考え方でいいん

ですね。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  そうですね。その方にとってみれば、働

いているのは８時間ですので、その分だけ自主事業のほうも当然報酬でもらえると。 

○委員  そういう考え方で、入っていると。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  ただ二つ目のご質問の部屋の稼働ですね。

それは自主事業で、いわゆる室料という形で指定管理事業者のほうが室料を払った形に

なっております。同時に、その部屋の稼働率の中に、いわゆる使われた、使用された部

屋ということで稼働率の中に計算されています。 

○委員  そこに入れてありますと、そういう話ですね。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  そういうことになります。 

○委員  いいですか。ちょっと大したことではないんですけれども、４８ページの郷土

史野外講座というところで、参加料が５，０００円というふうにあるんですけれども、

これは１人の参加料ですか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  １人の単価になっております。 

○委員  １人の参加料で、内訳ってどんな感じなんでしょうか。 

○Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体  バスで行くことが多くて、バスの代金が

ほとんどなんですけれども、バスの代金とあとはその土地で見学料が発生する場所の代

金です。そのほかに講師料が含まれております。 
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○委員  わかりました。 

○部会長  時間になりましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

［Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体 退室］ 

○部会長  それでは、皆さんはヒアリングを踏まえまして、採点をお願いします。 

［採点］ 

○部会長  ここで全応募者からのヒアリングは全て終了いたしましたので、今までつけ

ていただきました採点表をご確認いただき、点数を確定していただきますようお願いい

たします。 

  採点が終わりましたら、採点表を事務局にお渡しください。 

○委員  今回管理経費の３０点満点って結構響きますよね。 

○委員  １０点差がついてますものね。 

○委員  計算間違いかと思ったらここで大きく差がついているからほかのところ吸収し

ちゃいます。多少違和感があるんですけど、こういうのはやっぱりさっきちょっと申し

上げたんですけど、管理経費のところの３０点というのがすごく大きくて、ほかあんま

り１点差しかつかないような感じなので、ここで１０点差つけちゃうと。 

○委員  今日の内容だとあんまり差はつかないですもんね。実績ないところの２社は別

にしてもね。両方で同じような感じだなっていうふうに思うとその点数が効いてくる。 

○委員  これ、従前委員のほうからお金についてはもっと見るべきだということで。 

○楢木地域づくり支援室長  すみません、集計に１５分か２０分くらいかかってしまう

と思うんです。なので、それまで休憩ということで。 

○部会長  はい、お願いします。 

〔休憩〕 

○部会長  それでは、議事を再開いたします。 

 事務局から集計結果の報告をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  事務局のほうから集計結果のほうをご報告させていただき

ます。 

  お手元にお配りした集計表をごらんいただければと思います。こちらは今回のヒアリ

ング順にそれぞれ委員さんの点数をまとめたものとなってございますので、業者ごとに

説明させていただきます。 

  集計表の一番下の合計欄の右端のほうが合計と書いてある一番下が総合得点という 

ことで、その隣が平均点ということになりますので、私からご報告させていただきます。 

  まず、株式会社クリーン工房ですが、総得点が６５０点でございます。平均点は   

１３０．０点ということになります。 

  次はアクティオ株式会社でございますが、総得点が７０５点、平均点が１４１．０点

でございます。 

  次に、三菱地所コミュニティ株式会社でございますが、総得点が６１４点、平均点が

１２２．８点でございます。 

  最後に、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体ですが、総得点が７５４点でござ  

います。平均点は１５０．８点ということになっております。 
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  なお、失格協議となる項目は、ございません。 

  以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

  ただいま事務局よりご報告いただきましたとおり、千葉市中央区蘇我コミュニティ 

センターの指定管理予定候補者とすべき者の第１順位はＦｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュ

ー共同事業体、第２順位はアクティオ株式会社、第３順位は株式会社クリーン工房と 

なります。 

  ちょっと、ここで意見交換させていただきたいんですけれども、こういう結果となり

ましたけれども、何かご意見等ございますでしょうか。特によろしいでしょうか。 

 では、今申し上げた結果とするということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  次に、選定理由としまして、Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体の提

案内容においてすぐれている点や工夫が見られる点など、具体的なご意見をいただきた

いと思います。意見交換ですので、よろしくお願いします。 

○委員  では、私から申し上げていいでしょうか。 

 ヒアリングを行ったときに、館長さんがきちんと現場の状態を踏まえて、いろいろ 

答えていらっしゃった。できることとできないことをおっしゃっていたように思うので、

その点については、現場をよくご存じだし、今後も、もともとやっていらっしゃった  

館で、一番館の実態をご存じなので、臨機応変な対応ができて、安定して運営して   

いかれるのかなというところが、私は安定感がよかったのかというふうに思います。 

○部会長  ありがとうございます。 

○委員  余裕があるなと思ったところは、資格のない人、資格を取得する協力をします

ということが書いてあったんですね、応援しますということで。それで働いている人の

稼働のローテーションを変えてでも、それは協力して応援しますというところに、とて

もすごくいいなというふうに感じました。 

○部会長  ありがとうございます。 

○委員  事業なんかを推進するのも、現状を踏まえて、その上でこうやりますと。例え

ば、稼働率を上げるのに、調理室なんかはどうも低いのはどうするのかなというふうに

思っていたら、イタリア語をやりながら料理をして上げますとか、いろいろ具体的なも

のをかなり考えていて、うまく進めてくれるのかなというのを期待しましたけれども。 

○委員  お話を伺っていて、事業の推進という意味では安心感があって、課題も自分た

ちで把握して、何を聞かれてもきちんと答えられる。そういう点では、とてもいい評価

だったと思います。 

  もちろん、財務的なところでは、今すぐどうとかというふうな水準ではないので、こ

の事業を今までもきちんとやってきていますので、財務的なところでの評価は低いにし

ても、トータルで考えたときには、一番すぐれているのかというふうには思いました。 

○部会長  ありがとうございます。 

○委員  私もご意見申し上げますと、提案にある程度具体性がある。現実を踏まえた上

での具体性があるというところが評価できる。ですから、次期において滞りなく新規施

設で、今度はコミュニティセンターとして稼働していただけるんではないかなと。そう
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いう期待ができるということでしょうかね。 

○部会長  ほかにご意見はございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  では、すみません。事務局で取りまとめをお願いしたいと思いますが。 

  また、附帯意見等をつけることもできますので、何か補足して、いかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

○委員  さっき私が言った話で言えば、削減率を１０％にしているのは、今回、それに

従って採点しましたけれども、１０％にしないで、削減率はできれば２０％ぐらいまで、

頭に置いてそういう評価をしたら、そのあたりでの差も、もっと下げてやってくれると

ころがあれば、非常に好ましいし、ないにしても、ちょっとここの点がかなり大きく効

き過ぎたかなというのが若干感じを持っているので、この差分が半分ぐらいなったんじ

ゃないのという気もしているんで、次のときの見直しという何かをちょっと考えたほう

がいいのかなというふうに感じました。 

○部会長  指定管理の予定候補者に対しではなくて、制度として、あるいは市に対して

ということですね。 

○事務局職員  こちらに対してのご意見ということで。 

○委員  点数は多分変わらないと思うし、この順番でいいと、感覚も合っているからい

いんですけど、ちょっとそこのところで効き過ぎたのと、本来はもうちょっと下げると

いうのがあってくれてもいいんじゃないのという思いを込めて。 

○部会長  経費節減には努められたいということでしょうかね。必ずしもこれがマック

スというわけではない、また再考の余地があるということでしょうかね。 

○委員  附帯意見というか、期待なんですけれども、提案書の中にスマートフォンに対

応したホームページをつくるとあったんです。今後、利用者の拡大という意味では、ス

マートフォンを使って検索できたり、情報を仕入れることができたり、メールを送って

もらえるとか、そういうことが非常に求められていると思いますので、提案にあります

ので、ぜひ、特に比較的若い世代の方にいい影響が出る取り組みを期待したいと思いま

す。 

○部会長  ありがとうございます。 

○委員  もう一つ気になるのは、駐車場管理がいつもうまくいっていないという流れが

あるし、今の状態は、勤労市民プラザから蘇我のコミュニティセンターに流れてきて、

流れてきた人のマナーがよくないようなのが多かったんで、今度勤労市民プラザの建物

に移ったときに、もう少し力を入れてやってもらいたいというのが、次の管理の中では

お願いをしておきたいというか、注文をつけておきたい。 

○部会長  駐車場問題の解決について積極的に取り組んでいただきたいという、そうい

う注文でしょうかね。 

○委員  基本的にスペースが足りないんですよね。時間帯によって、ものすごく混むと

か、なかなか出ていかない人もいるとか。 

○委員  違法駐車の問題ですよね。 

○委員  違法駐車か。 

○事務局職員  我々が準備している台数が足りないというのも正直なところで、必ず 
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しも指定管理者の責任というわけではないんですが。 

○委員  でも、９時、１３時、１７時が繁忙というふうにおっしゃっていたので、どこ

が混むというのは、押さえていらっしゃる。 

○委員  区役所もそうですけれども、使った施設のほうでチェックしてもらうというの

が、ある程度、抑止力になるんですかね、駐車券を発行して。 

○委員  入り口に人がついて、どこへ行くんですかとかやっていたのを見ていたら、や

っているときには結構まだあいているんですよね。 

○委員  美浜区のコミュニティセンターがありますけど、あそこも平日は大体９時から

５時ぐらいで人が立っているんですね。行って、はんこを押してもらって、それだけで

済むのですが入口で聞かれることでちゅうちょする方がいますよね。 

○委員  そこの場所へ見学目的で行ったんですけれども、何かやましい気持ちになって。 

○委員  相当効果があるということですね。 

○委員  ありがとうございます。 

○委員  人がいるだけで、かなり抑止力になりますよね。ただ、そのために人件費を払

うかというと、それはまた難しいですね。 

○委員  １人見張っててもらって、１時間１，０００円払うといったらね。 

○委員  そうですよね。１時と何時とかって、そんなふうにはいかないから、人を雇う

には。 

○委員  混んでいる時間帯だけシルバーセンターから頼むと言っていましたが。２時間

単位とかって。 

○委員  だから、課題意識をすごいもってらっしゃいますよね。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

  それでは、選定理由としまして、皆さんのご意見や採点表を確認しますと、まず、   

Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体に関しましては、総得点で勝っていたと  

いうことですけれども、さらに、ヒアリングの際に、現場の状況を踏まえて回答があり   

ましたので、今後も安定的に運営できることが期待される。社員の資格取得に対する 

支援等で事業者としての余裕、安定感を感じたということ。稼働率が低い部屋に対する

提案などをしっかりと考えられていたということ。提案に具体性が見られ、安定的な 

運営が期待できるということがあったかと思います。さらに、財務的には、絶対的な  

安定感はないものの、トータル的にはすぐれていると、そういう評価でありました。 

  さらに、附帯意見としまして、まず、今後、スマートフォン対応のホームページ作成

について提案がなされていますので、若者等への訴求のため、提案どおりしっかり  

行ってほしいということと、あと、駐車場の管理について、より注意し管理していく  

こと、駐車場問題に積極的に対応していくことを期待するということです。よろしいで

しょうか。 

  これを踏まえて、私と事務局とで調整して意見をまとめていくということでご一任を

いただければと思いますが、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す。 

  それでは、千葉市中央区蘇我コミュニティセンターの指定管理予定候補者とすべき者
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を「Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ・オーチュー共同事業体」といたします。 

  千葉市蘇我コミュニティセンターの審査は以上となります。よろしいでしょうか。 

  次の議題移ります。次に議題４、今後の予定についてに入ります。 

  事務局よりご説明をお願いします。 

○楢木地域づくり支援室長  私のほうから説明させていただきます。 

  今後の予定について、ご説明させていただきます。 

  資料の５をごらんください。青いファイルのほうの資料５になります。 

  本日の部会の報告については、部会長さんのほうから委員会の会長さんにご提出いた

だきまして、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と

なります。その後、全ての応募者へ選定結果を通知し、指定管理予定候補者と仮協定を

締結しまして、１２月に開催予定の平成２７年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の

指定議案を提出し、議決をいただいた後、基本協定書を締結し、２８年４月から新たな

指定期間における指定管理開始ということになります。なお、選定結果の公表は、１１

月中旬を予定しております。 

  こちら、当初１０月１３日、各事業者さんのほうへの通知ということで応募のほうも

行っていたんですけれども、手続上、ちょっと長くなりまして、１０月中には事業者  

さんのほうに通知ができるということになっております。仮協定の締結について１１月

の下旬ということになっております。 

  本日の会議の議事録についてなんですけれども、また、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、その際はまた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した。 

  ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問等ございますでしょうか。 

（なし） 

○部会長  よろしいでしょうか。 

  最後に、議題５、その他ですが、委員の皆様からご意見等ございましたら。 

（なし） 

○部会長  よろしいでしょうか。 

  それでは、皆様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。 

  では、事務局に、お返しいたします。 

○事務局職員  長時間にわたりまして、慎重なご審議、ありがとうございました。 

  以上をもちまして、平成２７年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会、第３回  

中央区役所部会を閉会させていただきます。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

 

 

 


