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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２回市民・文化部会議事録 

 

１ 日時：平成２６年８月６日（水）１０：００～１５：３０ 

 

２ 場所：千葉市中央コミュニティセンター６階 講習室５ 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

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

   金子 林太郎委員、早川 恒雄委員 

（２）事務局 

   原市民自治推進部長、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、小高主査、石橋主任主事、丸木主事、石垣主事 

山根市民サービス課長、森市民サービス課長補佐、高橋係長、山下主任主事 

髙石文化振興課長、神崎主査、中村主任主事 

三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長、近藤主査、小檜山主任主事 

 

４ 議題 

（１）平成２５年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について 

  ア 千葉市中央コミュニティセンターについて 

  イ 千葉市路外駐車場について 

  ウ 千葉市民ギャラリー・いなげについて 

  エ 千葉市文化施設等について 

   （千葉市民会館・千葉市文化センター・千葉市若葉文化ホール・ 

千葉市美浜文化ホール・千葉市若葉区千城台コミュニティセンター） 

  オ 千葉市美術館について 

（２）その他 

 

５ 議事概要 

（１）平成２５年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について 

  ア 千葉市中央コミュニティセンターについて 

   平成２５年度に千葉市中央コミュニティセンターの指定管理者の行った施設の管理

に係る年度評価について、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。 

  イ 千葉市路外駐車場について 

   平成２５年度に千葉市路外駐車場の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価

について、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。 
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  ウ 千葉市民ギャラリー・いなげについて 

   平成２５年度に千葉市民ギャラリー・いなげの指定管理者の行った施設の管理に係

る年度評価について、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。 

  エ 千葉市文化施設等について 

   （千葉市民会館・千葉市文化センター・千葉市若葉文化ホール・ 

千葉市美浜文化ホール・千葉市若葉区千城台コミュニティセンター） 

  平成２５年度に千葉市文化施設等の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評

価について、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。 

  オ 千葉市美術館について 

   平成２５年度に千葉市美術館の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価につ

いて、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。 

（２）その他 

  議事録の公開について、事務局から説明した。 

   

６ 会議経過： 

○佐久間市民総務課長補佐  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、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２回市民・文化部会を開会させていただきます。 

 本日、司会を務めさせていただきます、私、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、傍聴人の方はいらしておりません。 

 本日は、夏季節電対策及び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。 

 それでは、青いフラットファイルのお手元の資料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。改めて委員の皆様をご紹介させていた

だきます。 

 まず、弁護士の稲垣總一郎委員さんでいらっしゃいます。 

 続きまして、公認会計士の潮来克士委員さんでございます。 

 続きまして、淑徳大学教授の鏡諭委員さんでございます。 

 続きまして、敬愛大学准教授の金子林太郎委員さんでございます。 

 続きまして、文化連盟会長の早川恒雄委員さんでございます。 

 次に、事務局の職員を紹介させていただきます。 

 まず、市民自治推進部長の原でございます。 

 次に、「千葉市中央コミュニティセンター」を所管します市民総務課長の吉原でございま

す。 
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 次に、「千葉市路外駐車場」を所管します市民サービス課長の山根でございます。 

 以上でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、所管部長でございます市民自治推進部長の原から、ご

挨拶を申し上げます。 

○原市民自治推進部長  おはようございます。 

 本日はご多忙の中、当市民局指定管理者選定評価委員会にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。また、日頃より、市政各般にわたりまして、ご支援、ご協力をい

ただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

 さて、本日の部会でございますけれども、本部会審議の対象となります施設のうち、中

央コミュニティセンターなど１０施設につきまして、平成２５年度に指定管理者が行いま

した施設の管理に関する年度評価をお願いすることとなっております。施設の数が多く、

今日は午前中と午後にわたりましてご審議いただくことになります。委員の皆様方におか

れましては、大変お手数をおかけすることとなりますが、次年度以降の管理運営を適正に

行うため、また、さらなるサービス水準の向上及び業務の効率化を目指すために、忌憚の

ないご意見をいただくようお願い申し上げる次第でございます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐久間市民総務課長補佐  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていた

だきます。 

 まず、机上にございます「次第」と「席次表」でございます。 

 次に、青いファイルをお開きいただきまして、配付資料一覧に沿って確認させていただ

きます。 

まず、資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回市民・文化部会進行表」、

資料２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会市民・文化部会委員名簿」、資料３が「市

民・文化部会で審議する公の施設一覧」、資料４－１から４－４は「千葉市中央コミュニテ

ィセンター」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。資料の枝番号１から４につきましては、続きます資料５から資料９も同様の

形となっております。なお、資料８「千城台コミュニティセンター」と、資料９「千葉市

美術館」の枝番号４の「計算書類等」につきましては、それぞれ資料７「文化施設」、資料

６「市民ギャラリー・いなげ」の指定管理者と同一であり重複いたしますので、添付は省

略しており、枝番号は１から３までとなっております。 

 資料の確認に戻らせていただきます。 

 資料５は「千葉市路外駐車場」、資料６は「千葉市民ギャラリー・いなげ」、資料７は「千

葉市民会館他３施設の文化施設」、資料８は「千葉市若葉区千城台コミュニティセンター」、

資料９は「千葉市美術館」に関する資料でございます。 

 なお、千葉市民会館他３施設の文化施設と、千葉市若葉区千城台コミュニティセンター

につきましては、同一の指定管理者が管理しておりますが、施設の特性及び管理業務が異

なることから、二つに分けて評価をお願いするものでございます。 

 続いて、参考資料でございますが、参考資料１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２が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会の会議の公
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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３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。おそろいでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日は全ての委員さんにご出席いただいておりますので、千葉市公の施設に係る指定管

理者の選定等に関する条例第１０条第２項に基づきまして、会議は成立しております。 

 これより議事に入らせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を部会長さんにお願いしたいと存じます。どうぞ

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「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」に入

らせていただきます。 

 初めに、「千葉市中央コミュニティセンター」の年度評価を行います。施設所管課から説

明をお願いします。 

○吉原市民総務課長  市民総務課長の吉原でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料４－１「平成２５年度指定管理者評価シート」について説明させていた

だきます。 

 まず１ページの「１ 基本情報」の欄ですが、施設名は「千葉市中央コミュニティセン

ター」でございます。指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５

年間でございます。 

 次に、「２ 管理運営の実績」の「（１）主な実施事業」でございますが、中央コミュニ

ティセンターには、サークル室、講習室等の諸室、プール、体育館、柔道場、剣道場のス

ポーツ施設がございます。また分室として松波分室がございます。「①指定管理事業」では、

これらの施設の貸出業務、維持管理業務を行っております。「②自主事業」につきましては、

幼児から高齢者の方まで幅広く利用できるさまざまな教室を展開しておりまして、平成２

５年度は、全３５事業を実施いたしました。水泳教室等のスポーツ教室は、昨年度から引

き続き、定員を超えるお申し込みがあるなど、利用者から大変好評をいただいております。

一方、平成２５年度からは、ＮＰＯ団体と協働いたしまして、落語イベントを開催するな

ど、文化的な事業にも新たに取り組んでおります。 

 次のページをお願いします。２ページ、「（２）利用状況」の「①利用者数」ですが、中

央コミュニティセンターの平成２５年度の利用者数は２７万８１５人でありまして、前年

度比１０２．９％、７，６４２人増加しております。松波分室の平成２５年度の利用者数

は３，２２０人で、前年度比３３．９％、６，２８０人の減少となっております。これは、

８月１日から３月３１日までの間、耐震補強工事を実施したことにより、この施設を休館

していたためでございます。続きまして、「②稼働率」につきましては、中央コミュニティ

センターは３１．８％で、前年度と比べますと１．５％のプラスとなっております。松波

分室では４１．８％で前年度と比べますと１．６％のプラスとなっております。 



 

 ―５― 

次に「（３）収支状況」についてですが、収入は６，１０１万１，０００円、支出は６，

０１３万８，０００円であり、収支決算額としては８７万３，０００円の利益を計上しま

した。これによりまして、基本協定書等の規定に基づきまして、利益の３０％相当額、約

２６万円を市へ利益還元を実施しております。 

次に「（４）指定管理者が行った処分の件数」をご覧ください。使用許可の総件数は１

２万８，５８６件で、使用の不許可や制限を行ったものはなく、「（５）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して、開示請求はございませ

んでした。 

 次のページをお願いします。３ページ、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）

指定管理者が行ったアンケート調査の結果」ですが、「①アンケート調査の実施内容」、「②

調査の結果」、「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」はご覧のと

おりでございます。各項目について、全体的に「不満足」・「非常に不満足」の回答は少な

く、特に「受付等対応」につきましては、「普通」から「大変満足」の回答が全体の約９５％

に達しておりまして、利用者の皆様に概ねご満足いただいているものと理解しております。

また、アンケート中で「床タイルの破損が目立つ」との意見を多くいただきましたが、こ

れにつきましては、現在順次修繕を実施しているところでございます。 

 次のページをお願いします。続きまして「４ 指定管理者による自己評価」ですが、平

成２５年度は、松波分室の耐震補強工事に伴う休館や、公共施設予約システムの導入など、

例年にはない業務への対応が求められましたけれども、トラブル等なく、平常どおりの運

営ができた。また、近隣の中学校などの協力の下、開催したコミュニティまつりについて

も、集客を増やし、施設の認知度の向上につながったと自己評価しております。 

 続きまして「５ 市による評価」の欄をご覧ください。評価は、三段階評価の中間であ

りますＡといたしました。平成２５年度は、大きな事故もなく、管理運営の基準、事業計

画に沿い、良好な管理運営が行われておりました。特に、今回評価しました点は、所見の

３点目に記載しております社員の資質の向上に対する取り組みについてでございます。指

定管理者におきましては、年間の研修計画を策定した上で、定期的に接客研修や救助研修

を実施しておりました。特に救助研修に関しましては、心肺蘇生法研修、ＡＥＤ研修を日

常研修と位置づけ、利用者の安全確保に必要な知識やスキルを社内で共有することについ

て、積極的に取り組んでいたものと認められます。また、定期的な研修以外にも、公共施

設予約システムの導入の際には、業務への必要性に応じ、自主的に研修を実施しており、

社員資質の向上に対して高い意識を持って取り組んでおりました。平成２６年度以降も引

き続き社内研修を実施し、利用者サービスの向上や安全性の確保に役立てるよう、期待す

るところでございます。 

次のページをお願いします。５ページ、「履行状況の確認」ですが、評価項目は全部で

８７項目と非常に多くなっておりますので、ここでは３段階評価で１点または３点と評価

した項目について説明させていただきます。まず、１点の評価をした項目につきまして、

説明いたします。６ページの「雇用の考え方」欄の「障害者雇用への配慮」についてです

が、昨年に引き続きまして障害者の求人募集を行うなど、障害者雇用について努力をして

おりましたが、実際の雇用にまでは至っていないことから、今後も引き続き障害者雇用に
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ついて努めてもらいたいという意味で、１点としております。次のページをお願いいたし

ます。７ページの「複合施設の場合の管理協力関係、複合施設を含む近隣施設との連携関

係の考え方」欄の、「地域団体等との連携」についてですが、近隣自治会や事業所等との連

携はなかったため、１点としております。これは、松波分室を対象としている項目でござ

いますけれども、平成２５年度は、先ほどもご説明いたしましたけれども、市で実施した

耐震補強工事によりまして、８か月間休館となっていたためであり、やむを得ない部分も

あるかと思っております。平成２６年度は地域行事等への積極的な参加や、近隣の方を対

象としたお茶会の開催など、地域の方との交流を深め、連携のきっかけづくりに努めるこ

とを計画しております。 

 続きまして、３点の評価をした３項目につきまして、ご説明いたします。まず、８ペー

ジの「利用促進」欄の「情報紙、チラシ等の作成・配布」についてでございます。平成２

５年度は、新聞の折り込みチラシの作成・配布を３回実施し、施設の紹介や自主事業など

について、効果的にＰＲを行っておりました。また、コミュニティまつりに関しましても、

地域新聞に掲載し、積極的に周知を行ったことが、集客数の増加の一因になったと認識し

ております。次に、同じく８ページに記載されております「管理運営の執行体制」の「職

員への研修」についてでございます。この項目につきましては、先ほど市による評価でご

説明しましたとおり、指定管理者においては研修を積極的に実施し、社員の資質の向上に

努めていることが認められましたので、３点といたしました。次のページをお願いします。

９ページの、「設備及び備品の管理、清掃、警備」欄の「プール清掃の実施」についてでご

ざいます。プールは通常、中央コミュニティセンターのビル管理会社によって清掃が実施

されておりますが、それに加えまして、指定管理者において衛生面に配慮し、清掃作業を

一日に６回実施することで、美観や快適性を保持していることから、３点といたしました。 

 その他の項目におきましては、概ね仕様、計画どおりの実績・成果が認められましたの

で、全て２点と評価しております。 

 最後に、１０ページをお願いします。以上、全８７項目の合計点数が１７５点、平均は

２．０となりました。３点評価は３項目、２点の評価は８２項目、１点の評価は２項目と

なっております。 

 説明は以上でございます。 

○部会長  どうもありがとうございました。 

それでは、説明がありましたけれども、年度評価では指定管理者の倒産、撤退のリスク

を把握することとなっています。これから、計算書類等をもとに指定管理者の財務状況等

に関する意見交換を行うことになります。 

一部の資料は、一般には公開されていない法人等情報を含んでおりますので、千葉市情

報公開条例第７条第３項に該当する不開示情報となります。同条例第２５条ただし書の規

定により、ここからの会議は非公開といたします。 

その後に行います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等に関する意見交換については、その時点で再び公開いたします。 

傍聴人の方はいらっしゃらないですね。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○部会長  では、このまま続けます。 
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それでは、公認会計士である委員より指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を

もとにご意見をいただきたいと思います。 

 

（※財務状況等に関する意見交換の経過については、千葉市情報公開条例第７号第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  ありがとうございました。 

 では、これについては、今の委員のご意見のとおり、業績によって倒産・撤退のリスク

は一切ないと判断するという、本部会としての意見としてよろしいですか。 

（異議なし） 

○部会長  では、そのようにさせていただきます。 

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

を要する点等に関する意見交換に移ります。ここから公開になります。公開でよろいしで

すね。 

（異議なし） 

○部会長  じゃあ、今のこの指定管理者の評価シートをもとに、委員の皆様からご意見

をいただきたいと思います。 

○委員  ４－１の３ページのところにアンケートがありますよね。アンケートで、先ほ

ど、事務局からのご説明では、「受付等対応」で９５％くらい、好評だというような、その

１点のお話がありましたけれど、このアンケートの中で一番下の、「予約方法」のところで、

ここで「大変満足」が６．５％、「満足」が２０．０％で、「不満足」が６．９％で「非常

に不満足」が２．６％ということなんですね。「不満足」と「非常に不満足」を合わせると

９．４％だから約１割の方が、余り芳しく思っていないわけですよね。これは、なぜこう

いうふうになるのかなというのは、何か案として挙げているのでしょうか。 

○委員  ちょっと関連してよろしいですか。さっき、全体的な市の評価として、普通以

上が９割以上になっているから、うまく管理しているという。我々が一般的に施設を利用

してアンケート用紙をもらって何かを書けといわれると、だめとは書けないから、大体「普

通」と書くんです。だから、「普通」というのは、必ずしも積極的に評価したものではない

ような感じもします。別にだめという評価じゃないわけですから、それはそれでいいと思

いますが、全体的にこの指定管理者の業務遂行の状況を見るときは、きわめてよいという

評価はいかがかなという。これは「普通」になっていますから。私の理解では、一般的に

は、普通というのは余りよくないということではないかなというふうに思いますので、今

後、さらに努力をするようにご指導をいただきたい。関連したので、ちょっと。 

○部会長  アンケート結果の受けとめ方ですよね。その前提で、今の委員のご質問に対

して、事務局から。コンピュータ予約とかを入れるようになったんですよね。 

○吉原市民総務課長  予約方法に関してなんですけれども、昨年の１０月からインター

ネット予約システムを導入いたしまして、これは以前からインターネット予約をしてほし

いというアンケート結果の要望が出ておりまして、昨年からようやく導入することができ

たんですけれども。その際に、一部予約の方法を変更しております。といいますのは、具

体的に申しますと、今までは２か月前に予約が開始できるようになっておりまして、例え
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ば１０月１０日に使いたいという場合には、２か月前の当該日である８月１０日に実際に

この場所に来て、申し込んで、抽選をして、抽選に当たった方がどこの部屋を使える、使

いたいというような申込方法をとっておったんです。一日単位で２か月前から予約できる

ような方法をとっていたんですけれども、インターネット予約システムを導入するに当た

って、やはり、この部屋を使いたいという予約方法をとらないと、抽選などはうまくいき

ませんで、まず、抽選のやり方と申し込みのやり方が変わっています。 

 それと、２か月前、今のやり方は１０月の１か月分について、８月１日から１０日まで

の間に予約できるというようなやり方になりました。向こう２か月先の１か月分をまとめ

て申し込めるようにいたしました。そういうふうに改善を図ったんですけれども。 

やはり、恐らくここで、「不満足」というようなアンケート結果をいただいた方は、前

のやり方のほうがよかったというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃない

のかなというふうに思っています。といいますのは、先ほどもちょっとお話ししましたけ

れども、まず、予約のやり方というのが、ここの部屋を予約したいというやり方ではなく、

まず、この日に使いたい、その中で抽選した結果が、自分が使える部屋を選べる権利の順

位をつけるという、そういう抽選の方法だったんですね。それによって、自分の好きな部

屋が使える確率が結構高まるとか、そういったようなこともありますので、そこのところ

に、今のやり方、最初からこの部屋を使いたいんだという予約の仕方にちょっと不満を持

っていらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに、そういった声も実際に

いただきましたので、そういった方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

○委員  分析じゃなくて、改善を何かするんですかということ。１割の方がご不満だと

いうふうに思っているし。ただ、３割近くの人は満足されている回答をしているので。だ

けど、１０人に１人は不満だというふうに思っているお答えなんだから、何らかの方法を。

これを受けとめて、何か改善しようとかということをお考えなんですかということお聞き

したい。 

○吉原市民総務課長  これは、もう少しこの「不満足」とおっしゃっている方の、どう

いった内容なのかという分析をしてから、それが本当に対応する必要があるのかどうかと

いうことを見極めたうえで考えたいというふうに思っています。今のところは、やはりま

だ、このシステムに変えてから１年経っておりませんので、それもちょっと、ある程度把

握してからというふうに考えております。 

○部会長  今、委員がおっしゃったように、アンケートをさらに、不満の場合、何が不

満かという質問まで必要なわけですね。そうしないと改善できないということで。 

 ただ、今おっしゃったように、ネットに移行すること自体が嫌だという人も結構いるわ

けですね、高齢者には。そういうネットに移行するのが嫌なんだというのと、ネットはい

いんだけど予約の仕方が不満だというのと、大きく分ければ二つなんですね。そこが、こ

れだとわからないということですね。 

○吉原市民総務課長  そうですね。それともう一つ、こういったご不満だというふうに

意見を言っていただいたのが、この予約システムを導入する上で、どうしても利用される

方は登録をしていただいておるんですけれども、システムを導入する関係上、どうしても

登録サークルに対する利用者ＩＤというものをお送りして、それを提示していただいてで
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ないと申し込めないという形になりまして、そこのところがご不満だという意見もいただ

いております。 

○委員  登録をするのが面倒臭いからですか。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○部会長  どこの誰かわからないと、登録できないわけですね。特定できないと。 

○吉原市民総務課長  ええ。そういったこともありますので、そこのところはもう少し

様子を見て考えたいと思っています。 

○部会長  今度、このアンケートの不満の場合、何がどうですかという質問事項を、も

うちょっと増やしたほうがわかりやすいかもしれませんね。 

○吉原市民総務課長  そうですね。実際に、このアンケートの仕方としては、この項目

について満足かどうかというのをつけていただくのと同時に、自由記述欄で書いていただ

ける部分がありまして、そこのところでいくらか読み取って、どういったことなのかとい

うことは、把握はしておるんですけれども。 

 それから、先ほど委員さんからお話がありました点なんですけれども、確かに「普通」

を含めますと。 

○委員  いいやと思わなければいいということなのでね。これは結果なんですから、こ

れでどうこうということではありません。 

○吉原市民総課長  確かに、今、委員さんからご意見の出ました「予約方法」について

は、ちょっと「不満」の部分というのは多いんですけれども、他の項目につきましては、

「普通」のところを除いて、満足側にいっているものと、満足側にいっていないものとを

比較しますと、ほとんどの方が「満足」と言っていただいていますので、「普通」の部分を

見なくても、ある程度満足いただいているのかなというふうには考えております。 

○委員  ネット予約だと、今、オリエンタルランドのレストラン予約は、インターネッ

ト以外は申し込めない、受け付けないということになっていますので、場合によったら参

考になさったらいかがかと。 

○部会長  ここはもう、何でも。全然、話していいですけど。 

○委員  全体ではプラスになるんですね。この説明によりますと、松波が８月から３月

までだから８か月営業していない。それに伴って指定管理委託料の支払いを減額、いわゆ

る人件費と交通費等を払わなければいけないという分、約３５０万くらいが減っているわ

けですけれども。それでも全体の収支としては、計画比ではマイナスでもプラスになって

いる。これは高く評価していいという、こういうことでいいんですか。高くというか、前

向きな評価として、頑張っているという評価でいいということ。そういう理解で構いませ

んか。 

○吉原市民総務課長  ええ。利益を計上しておりますので、そこの部分は評価できるも

のだと考えております。 

○委員  だから、休館しなければ、指定管理委託料も丸々入る、売り上げも入るから、

もっとよかったはずだという、こういう推測はなされたんですか。 

○吉原市民総務課長  実は、松波分室のほうを休館いたしましたけれども、休館するこ

とによって指定管理委託料を払っておりません。 

○委員  だから、払っていないんですね。 
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○吉原市民総務課長  はい。その分、収益が上がっておりませんけれども、どちらが多

いかといいますと、指定管理委託料のほうが多いので。 

○委員  確かに、ちゃんと営業したら指定管理委託料も入る。当然、その間の営業収入

も入る。したがって、総体の収支はもっと良くなったと、こういう理解で良いんですかと、

こういうこと。 

○吉原市民総務課長  松波分室のほうは、それほど上がらないと思います。余り変わら

ないです。逆に。 

○委員  それでは、やらないほうがいいということになっちゃう。必ずしもそういう理

解には結びつかないということですか。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○委員  これは、後に出てくる駐車場にも関係します。こういう収支の問題については。

だから、やるより、やらないほうがいいという話になりやすいと思います。 

○吉原市民総務課長  恐らく、こちらの本体のほうは、もし休館した場合には大きく影

響するかと思いますけど、松波分室のほうは、全体に比べますと規模が小さいですし、ど

ちらかというと、お客様はこちらのほうが多く入って、あちらのほうは余り入らないとい

うことですので、あちらのほうは休館になっても、余り影響がないというふうに考えます。 

○部会長  私もちょっと疑問に思って質問したいなと思ったんですけど、結局、合計で

集計。ですから、松波が具体的にどうだったのかは、ちょっと帳簿の見方がわからないん

ですけど、松波だけだったら長い休館で具体的にどうだったのかというのは、ちょっと見

れないなと思ったんですが。 

○吉原市民総務課長  松波だけで見れば、マイナスになって。 

○部会長  コミュニティセンターのほうと合わせて、合計でプラスになっていると。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○部会長  それともう一つ、松波の場合ですと、普通、正社員であれば休んだ時の給料

を払いますよね。その点、８か月の間どうしたのかなという。分室との関係で、全部合計

していないからわからないんですけども、非正規雇用か何かだから、その間は払わないん

ですか。 

○吉原市民総務課長  そうですね。 

○部会長  工事中は誰もいないので、所長みたいな人だけは出勤するわけですか。 

○吉原市民総務課長  いえ、現地を全く閉めております。 

○部会長  全く閉める、工事中は。 

○吉原市民総務課長  はい。建物をもう完全に。 

○部会長  覆っている。 

○吉原市民総務課長  覆っておりますし、ある程度、壊すといいますか、外壁とかも外

して、結構大がかりな工事をやっていますので。 

○部会長  じゃあ、もう、完全に人件費もかからないしということだね。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○部会長  委員のおっしゃっているように、もしやっていたら、もしかしたら逆にマイ

ナスだったのかという問題もあるわけね。わからないのですね。 

○吉原市民総務課長  そうですね。 
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○委員  松波自体は幾ら入ったってキャパシティが決まっているから、そんなに、儲か

る仕組みじゃないということはわかりますけど。 

○部会長  その他にご質問は。どうぞ。 

○委員  ６ページ、７ページ、資料４－１の、要するに１点の項目なんですけれども、

これは今年が、平成２３年４月１日から指定管理を委託しているわけですけれども、３年

目の評価になるわけですけども、これまでこの項目というのはどういう評価だったんでし

ょうか。 

○吉原市民総務課長  ここの、まず障害者雇用の部分なんですけれども、ここは残念な

がら今までずっと１点でございます。先ほどもご説明いたしましたけれども、求人募集は

出すんですけれども、なかなか雇用には至らない。かつて、一回、１人採用になった方が

いらっしゃったんですけれども、採用後、すぐお辞めになって。ちょっと自分にはできな

いということで、辞められてしまったというふうに聞いております。それ以来、募集はし

ているんですけれども、なかなか本人と条件が合わないとか、雇用には至っていないとい

うことでございます。 

○部会長  私もここ質問したいと思っていたんですけれども、この条件が合わないとい

う、その条件って具体的にどういうもので、応募者は大体どういう人が多いというか。障

害者といっても無限の可能性があるわけですよね。全く目の見えない人もいれば、聞こえ

ない人もいれば。ちょっと。 

○吉原市民総務課長  すみません。ちょっとそこまでは把握していないんですけれども。 

○部会長  こちらで出している条件というものは、どういうものなんですか。 

○吉原市民総務課長  募集しているのは指定管理者のほうですので。指定管理者が募集

しておるんですけれども。 

○部会長  その条件って、具体的には。 

○吉原市民総務課長  特にこういう条件というのはないということで。ただ、実際に応

募されてきた方と、面接をして、こんな仕事をやっていただきますというので、賃金はこ

れぐらいですというようなことでお話しするんでしょうけれども、その中でお互いの条件

が合わないということのようです。 

○部会長  例えば、プールサイドで何かやってもらいますといった場合に、それができ

るような障害でないと、とか、特にそういう。 

○吉原市民総務課長  障害の内容にもよるかとは思うんですけど、そういう障害内容に

合わないような業務はさせないかと思うんですけれども。 

 先ほどお話ししました、前にお１人採用したんだけれども、本人がすぐ辞めてしまった

というのは、受付業務をやっていただくということだったんですけれども。受付業務でも

やはり本人的にはちょっときつかったということで、お辞めになったというふうなことは

聞いております。 

○部会長  難しいですよね、障害者雇用って。どちらかというと裏方でこつこつと何か

をやる。そういうのが。受付業務というと、お客さんとの接点があって、今度はそっちか

ら不満が出ますものね。てきぱき対応できないと。 

○委員  非常に一生懸命やっていただいても難癖をつけたり、いちゃもんをつける利用

者がいるということでしょう。 
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指定管理者自体も、障害者雇用、少ないんですよね。どこかに記載があったような気が

します。だから、引き続き。 

○部会長  本体は２．０％ですね。シンコースポーツ自体は、全体では２．０％ですね。 

○委員  達成していないというような記述はありませんでしたか。この実績の中に。い

や、僕の見違えかもしれません。 

○吉原市民総務課長  過去にはあったかもしれませんね。昨年は、満たしていなかった

です。 

○委員  だから、だめとかではなくて、その分はお金を払えばいいことですから、それ

は構わないですけれども。市の施設の指定管理者だから、できれば目標を達成してもらい

たいなという気はあります。 

○吉原市民総務課長  そうですね。 

○委員  障害者の雇用は、ハローワークだけなんでしたか。障害者の雇用斡旋はハロー

ワークだけでしたっけ。いや、極端なことを言えば、市の広報に貼っておいて、来たって

いいわけでしょう。 

○委員  そういう募集方法はありますよね、当然。 

○部会長  あるいは、障害者団体がありますよね。千葉何とか青少年とか。ああいうと

ころへ募集をかけるとかね。こういうコミュニティセンターの業務はこういうものですと。

対応できる人をご紹介くださいみたいな。積極性がいるのは本当ですね。ただ、ハローワ

ークに出しっぱなしというだけじゃなく。 

○委員  障害の度合いにもよりますからね。障害の難度というか。 

○吉原市民総務課長  内容ですね。 

○委員  障害度の高い人にそういう仕事をやったらだめという場合もありますから。繰

り返しができないと。 

○部会長  単純作業でお客さんと直接接してないのは、大体向いていますよね。お客さ

んと接すると、こちらが障害者だと思っていないと、向こうは対応が悪いとかいって怒る。

どうしても裏方でこつこつと何かをやる仕事だと、何とかなるんですけどね。 

○委員  いつも申し上げますけど、オリエンタルランドの農園というのは、障害の方た

ち、それから、ホテルの中だとかは、例えばナプキンとかテーブルクロスだとか、ああい

うものをアイロンかけるとか、そういうのは障害者の会社がやっている。 

○部会長  何かやる場合には、工夫しないとだめなんでしょうね。現状で、ただ、やる

仕事がないんだというのは切りがないでしょうかね。何とかできる仕事をつくっていくと

いう視点も必要だということですよね。 

○吉原市民総務課長  市としましても、障害者雇用に努めることという指示はしている

んですけれども、今、お聞きしたようなご意見も踏まえて、具体的な指示をしていきたい

と思います。 

○委員  ４－２の資料で、気になったんですが、５５ページの次の１ページ、シンコー

スポーツさんの事業計画の中なんですけれども、この人件費のところで、常勤の職員の報

酬は年俸で、責任者の方が３７８万円になっていますけれども、非常勤の方は２人で８０

６万９，０４０円という形になっているんですけど、それは非常勤の方が２人で、受付が

２人なんだけど、これは半分に割ると４００万くらいになって、責任者よりも高くなるん
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ですけれども。どういうような業務を、受付というのはされているんですか。それから、

その下もそうなんです。プール監視員は、１人あたり３３０万くらいになっているんです

けれども。 

○部会長  それは何ページですか。 

○委員  ５５ページの次のページです。 

○吉原市民総務課長  聞いておりますのは、営業時間を通して必ず２人がいるような形

で、数名を雇っているということです。ですから、これが１人あたりの勤務時間が一日相

当長い。 

○委員  ２人分で、複数の人間が２人分を対応していると。そういうことですか。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○委員  じゃあ、個人に対して２００万を払っているというのではなく。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○委員  とはいえ、そうすると勤務時間は相当長いんですね。 

○吉原市民総務課長  ９時から２１時。開いている時間が９時から２１時ですから、準

備時間とかもありますから、ですから１２時間以上。 

○委員  １２時間換算を２人分ということですね。わかりました。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○委員  実際、雇用を契約している人は、４人とか５人いるということね。 

○吉原市民総務課長  ええ。もっと多いと。監視員も一緒です。 

○部会長  ２人工という。 

○吉原市民総務課長  その１人工というのが、８時間ではなくて１２時間ということで。 

○委員  労働基準法違反じゃないですか。そんな契約できないですよね。 

○吉原市民総務課長  ですから、それを何人かで。 

○部会長  他に、どなたか。質問じゃなくて、ご意見とか、いろんな。 

○委員  全体としては非常に良くおやりになっている。自主事業の数も多い。特に、落

語を入れたり何かは非常におもしろい。以前、物販みたいなものを考えていたような記憶

があるんですが、そういうのはいずれ後退しますので、非常に前向きでよろしいのではな

いかというふうに思います。 

○部会長  全体によくやっているというような印象ですかね、今言ったご意見。 

 ご意見、他には。よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  では、今の話をつなげますと、アンケートで不満いただいたところについて、

研究して、改善して、そのことを検討してほしいというのが一つ目。それから、二つ目が

松波分室について休館していたけど今後、利用者増加等に努めていただくと、そういうこ

とですかね。それから、障害者雇用については、募集条件等に工夫して公募していただい

て、雇用につながるように努力されたいと。 

 その程度で、他は特によろしいですかね。こういう点でもうちょっと聞きたいという。

よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  では、今のようなまとめ方で、部会の意見とさせていただきます。 
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 それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市中央コミュニティセンター指定管理者の

行った施設の管理に係る年度評価について、本部会としての意見をまとめていくというこ

とになりますが、財務状況と今の議論も踏まえて、私と事務局のほうで調整させていただ

くということで、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。 

 では、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、今後の施設の管

理運営に十分反映していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、「千葉市路外駐車場」について、施設所管課から説明をお願いします。 

○山根市民サービス課長  では、着席のまま失礼いたします。 

 市民サービス課の山根でございます。路外駐車場に係る指定管理者についてのご説明を

させていただきます。 

 資料としては５－１、評価シートに基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

まず、「１ 基本情報」をご覧ください。施設名は「千葉市栄町立体駐車場」及び「千

葉市中央立体駐車場」です。指定管理期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３

１日の５年間となっております。 

「２ 管理運営の実績」でございます。「（１）主な実施事業」については、記載のとお

りでございます。 

「（２）利用状況」をご覧ください。こちらは、各駐車場ごとに実績を記載しておりま

す。栄町立体駐車場の四輪自動車におきましては４０，６００台の利用があり、そのうち

定期契約台数は９７８台となりました。平成２４年度から設置いたしました栄町立体駐車

場の自動二輪車の駐車場につきましては、１，０２７台の利用がありました。次に、中央

立体駐車場におきましては、１２，０２３台の利用があり、うち定期契約台数は１６７台

となりました。前年比や目標達成率等については、記載のとおりでございます。また、修

正回転率というものを記載してございます。こちらは、各駐車場における１日のうち満車

状態に換算した時間数を記載しております。毎年、地方公営企業に関する決算状況調査に

おいて、総務省に提出している数値を参考にしております。計算式及び数値は記載のとお

りでございます。 

続きまして、２ページに移りまして、「（３）収支状況」でございます。こちらは、合計

と各駐車場ごとで記載しております。まず、合計欄をご覧いただきます。「③収支実績」に

おいて、４６１万円の赤字が出ております。こちらにつきましては年度協定におきまして、

市からの委託料は支払わないことになっておりますので、この部分については指定管理者

である共同企業体からの補填で対応しているということでございます。次に、各駐車場ご

との収支決算状況につきましては、少し飛びまして３ページ及び４ページの「収支状況参

考値」という表がございます。こちらのほうがわかりやすいので、それで説明をさせてい

ただきます。まず、３ページの表の下段、栄町立体駐車場。単体では６０９万円の黒字が

出ております。次に４ページの上段の表で、中央立体駐車場。こちら、単体では１，０７

０万円の赤字となっております。これらを相殺いたしますと、先ほど申し上げました全体

の事業として４６１万円の赤字という状況になっております。参考値の前に記載している

駐車場のほうの決算状況につきましては、こちらは各月ごとに駐車場の収支のバランスと
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いいますか、赤字の補填というのを行っておりますので、その累計が記載されておりまし

て、双方に赤字が出る格好になっておりますけれども、実際としては、栄町は黒字、中央

立体駐車場は赤字という経営状況になっております。 

続きまして、「（４）指定管理者が行った処分の件数」から「（６）情報公開の状況」に

つきましては、記載のとおりでございます。 

続きまして、５ページ、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」のうち、「（１）指定管

理者が行ったアンケート調査の結果」をご覧ください。本アンケートは、平成２６年２月

２３日から同年３月１２日までの約３週間にわたりまして、各駐車場にアンケートボック

スを設置して実施したものでございます。特に、「係員対応」、「清掃状況」については、過

半数の方々に係員に「好感が持てる」、施設内は「きれい」であるという回答をいただきま

して、全体としても、ほぼ良好な回答が得られたところでございます。 

また、「（２）市に寄せられた意見、苦情」については、平成２５年５月に、中央立体駐

車場の利用者の方から電話による連絡を１件いただいております。いただいた対象の方に

対しましては、条例や管理規則等を説明したうえで、駐車場係員の対応について謝罪をし、

理解をしていただきました。また、指定管理者とも条例や管理規則等について再確認し、

再発防止に努めたところでございます。 

続きまして、「４ 指定管理者による自己評価」をご覧ください。アンケート結果にも

ありますように、係員の対応や清掃状況など、運営面では概ね満足を得られました。収入

面は、ほぼ横ばいではありますが、平成２５年度末頃から２４時間最大８００円台の近隣

駐車場が増えまして、利用者がそちらに流れている状況があります。限られた増収対策と

して、防犯カメラの設置を検討するなど、安心感を充実させることで、セキュリティ面を

売りにした利用者の拡大を引き続き図りたいということでございます。 

続きまして６ページ、「５ 市による評価」をご覧ください。昨年度の評価の際にご指

摘をいただきました、収支の黒字に向けた定期契約者減少の対応策といたしまして、平成

２６年２月１日から定期利用の月額を、従前の２万円から１０台以上の定期利用契約者に

ついては、栄町立体駐車場では１万７，０００円、中央立体駐車場においては１万９，０

００円とする定期利用者増加への工夫が見られました。また、こちらも昨年度ご指摘をい

ただいた、避難訓練の実施等につきましては、平成２６年１月に両駐車場において、消火・

通報・避難訓練を実施するとともに、防災設備の定期的な保守点検や近隣避難所への誘導

地図の掲示などの取組みが見られ、指定管理業務については概ね良好に行われました。そ

の反面、昨年度と同様、利用料金収入については計画割れをしてしまいまして、依然両駐

車場の収支が赤字になっていることなどを総合的に勘案しまして、３段階評価の中間であ

る「Ａ」といたしました。なお、次期指定管理に向けまして、市の施設としての駐車場の

必要性の是非を検討するべく、今年度中に両駐車場での需給調査を実施いたしまして、将

来的な市営駐車場のあり方について検討をしていく予定といたしております。 

６ページ以降に本評価の基となる項目の詳細を記載しておりますが、うち２項目ほど、

評価項目としてあるものの、指定管理者に起因しない外部的な要因によりまして、平成２

５年度は評価することが適切ではないと考えられる項目がございますので、そちらは今回

の評価の対象外として、評価欄を「－」として記載しております。それら以外のほとんど

の項目において、３段階中、真ん中の２点の評価となっております。３点及び１点の評価
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がありましたので、そちらについてご報告を申し上げます。評価３点につきましては、８

ページの最上部にあります「備品の管理、清掃、警備」における「会議室の鍵の受渡」で

すが、備考欄に記載してあるとおり、昨年度同様、指定管理者の係員が率先して地域住民

である会議室利用者へ鍵の受け渡しをすることで、利用者の負担を減らすだけでなく、施

錠を係員が確認することなどを行っておりまして、防犯面からも効果があり３点といたし

ております。続いて評価１点の項目といたしましては、同じく８ページの「管理経費の縮

減」の「収入状況」についてですが、評価シート「２ 管理運営の実績」で申し上げたと

おりでございまして、１点としております。その他の評価対象項目の合計点数は１３２点、

平均点が２．０という結果になりました。 

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。 

 それでは、指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の

財務状況に関して意見交換を行いたいと思います。先ほどと同様に、ここからの会議は非

公開といたします。傍聴人は、いらっしゃいませんね。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等をもとに、委員からのご意見

をお聞きいただきたいと思います。 

 

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

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

 

○委員  先ほどちょっとご担当のほうから発表があったように、市営駐車場のあり方に

ついて、今後検討しますというお話がございましたが。中央の方を引き続き駐車場として

やるべきかどうかという議論も、ぜひ。これは、幾らやっても黒字になりませんから。第

一、私のような老人は、怖くてあそこへ車を入れられないんです。ただ、定期契約という

のが増えているんですね。栄町も中央も増えている。だから、近隣の会社とか商店の方に

働きかけて増やしたんだろうと思うので、そういう努力は評価しますけれども、そういう

ことを積み重ねても、あの駐車場は、絶対中央のほうは黒字にはならないと、こう思いま

すので、長期的に市の駐車場とするかどうかについて、ぜひ、ご検討なさったらどうかと

いうふうに思います。誰かから寄付してもらったとか、お亡くなりになって相続人がいな

いから市に寄付されたとか、恐らくそういう資産だと思うので。最初から市が駐車場とし

て取得したというものではないというふうに推測されますので。それが一つと。 

それから、周りに、今、一時的な現象かもわからないけれども、民間の駐車場が非常に

増えていて、非常に料金が安いんですね。前回議論にはなりませんでしたけれども、京葉

銀行プラザ、そこに駐車場があるんですが、その前に民間の駐車場があるんですね。将来

ビルが建つかどうかわかりませんが。料金を比べていただければ、平面ですっと入れるほ

うが安いんですよ。だから、市がやるとするなら、そんなにディスカウントできませんの

で。そういうことをやるべきかどうかということを含めて、ぜひ、ご検討いただいたら。 

○原市民自治推進部長  先ほど、山根課長のほうからも当初申し上げましたとおり、今、

委員さんのおっしゃられたように、周りにも駐車場ができてまいりましたということも踏

まえまして、市が本来こういう施設を運営するべきかどうかという原点に立ち戻りまして、
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ちょっと今年は、すぐにやめるという結論は出せませんので、まず需給調査をちゃんとさ

せていただきまして、その後、ちゃんと手続きを。特に栄町のほうは、都市計画施設にな

っております。県の都市計画審議会のほうにもお諮りしなければなりません。そういうい

ろいろな手続きも踏まえまして、次の指定管理の頃までには整理したいというふうに、今、

考えております。そのための、今いろいろな準備を進めておりますので、ご理解いただき

たいと思います。 

○部会長  そういう一般の話は、後でまた出るとして、今、会計の問題でいきますと、

特に意見はないと。 

ただ、撤退のリスクという点で考えますと、前に大分何回か委員が言われていたんです

が、赤字で何でやるんだという。会社は確かに黒字で大丈夫でしょう。でも、ここの駐車

場は赤字で、本体から補填するということだと、そういうお話ですよね。補填を赤字だか

らやって、そういう意味で、僕は撤退しないというリスクはどうなのかという。そこの問

題はどうなんですかね。 

○委員  事業を継続するという意味というのがわかりません。 

○委員  周りに駐車場が全くなくなっちゃって、あそこに駐車場がないと困るという状

況なら、赤字でもやるべきだと思うけど、結構周りにありますからね。 

○部会長  市のほうは、例えば２年先にやめようと思っても、こちらのアマノのほうが

赤字だから今年でやめたいというなら、その問題はどうなんですか。 

○山根市民サービス課長  例年、同じような問題が出るんですが。今、アマノという会

社自体は、駐車場の出入り口のバーとかを作るメーカーでございます。業界に関係の深い

会社ということもありまして、今のところ、赤字経営ですけれども、企業体として撤退の

意思はないというふうに聞いております。 

○部会長  アマノ自体は、大きな会社なら別だけど、小さい会社だと、機械とかいろい

ろなものの販売とかがあるから、それでカバーしているんだろうということですね。そう

いうことでよろしいでしょうか。 

では、今の話をまとめさせていただきますと、経営体としての問題はないと。この立体

駐車場の赤字について、赤字だからといって撤退するほどの赤字でもないと。他の収益で

アマノがカバーするだろう。そういうことでいいということですね。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  あと、この段階で、また会計帳簿の関係が終わりますので、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、改善を要する点等に関する意

見交換については、以後、公開といたします。 

 では、よろしいでしょうか。 

 それでは次に、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、改善を要する点等について、指定管理者評価シートをもとに委員の皆様からご意見を

伺いたいと思います。 

 ご意見ございませんか。会計帳簿に限らず、全体のご意見ですね。 

 先ほどの委員の話は、ここに本来出てくる話ですかね。こういう立体駐車場をやる意味

があるのかという話ですね。 

○委員  ある意味では、民業圧迫みたいな。競争しているからね。だから、よっぽど周
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りに駐車場がなくて、銀座商店街に行きたい人は、ここまで来ないとというときはいいと

思うんだけど、十二分にある状態の中で、果たして市がそこまでやるべきかという、こう

いう点についてご検討いただきたいということです。 

○部会長  そうですね。努力して努力して、逆にどんどん安くして民間を圧迫しても、

これもまた意味がないですしね。ただで建物から、みんな使っているわけですよね。 

 民間は全部、地代、固定資産税を払っているという。そういうご意見が出ました。 

他にこのシートについて、何かご意見ございますか。質問でもご意見でも。 

○委員  関連して。建物も市のものなんですね、当然。 

○山根市民サービス課長  はい。 

○委員  そうすると、自治会のあの施設は、市が貸しているんですか。無料も有料も、

両方。 

○山根市民サービス課長  あちらの中央立体駐車場の自治会の。あそこは、区分所有で

す。 

○委員  ああ、区分所有ですか。 

○山根市民サービス課長  その床の部分について、自治会が権利を有するような形にな

っております。 

○委員  じゃあ、簡単に潰しちゃうというわけにいかないんですね。わかりました。で

も、そういう面もぜひご検討いただいて。 

○部会長  他に。もう、これで質問とかないですか。 

○委員  先ほど、もともと、委員から出ておりますけれども、行政の守備範囲の話です

ね。そこが、行政が果たすべき水準かどうかということは十分ご検討いただいて、例えば

定期貸付の、民間に貸し付ける方法とか売却とかも含めて、今後のあり方を検討すべき時

期だというふうに思いますけども。 

○部会長  そういう一般論というか。評価の細かい部分については、皆さん、特にご意

見はないということでよろしいでしょうか。 

○委員  ただ、先ほどもちょっと申し上げましたが、定期契約とか、それぞれ栄町と中

央、増やしているというのは、それだけご担当の努力だというふうに評価していいんじゃ

ないかと。 

○部会長  定期契約の台数に対する努力を評価するというか。そういう意見ですね。 

○委員  一つ評価に入れてあげてもいいんじゃないかと。 

○部会長  一つには、あり方を考えてほしいということ。それから、今、委員がおっし

ゃったように、定期契約を増やしていっているのは評価すべきであると、評価すると、そ

ういう意見。この二つの意見でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  では、これを本部会の意見とさせていただきます。 

 それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市路外駐車場の指定管理者の行った施設の

管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくということになります。

詳細については、私と事務局にて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。 
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 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に対して、今後の施設の管

理運営に十分反映していただきたいと思います。お願いします。 

 それでは、１０分間休憩をとります。３５分頃に始めたいと思います。 

（休憩） 

○部会長  では、休憩時間を終わりにして、再開させていただきます。 

 委員が都合によって退席されましたが、出席委員は４名で過半数に達しておりますので、

会議は成立しております。では、司会の方、どうぞ。 

○佐久間市民総務課長補佐  それでは、休憩をはさみまして事務局の職員の入替えを行

いましたので、改めてご紹介させていただきます。 

まず、生活文化スポーツ部長の丸島でございます。 

続きまして、「千葉市民ギャラリー・いなげ」と、午後に評価をお願いいたします、「千

葉市文化施設等」及び「千葉市美術館」を所管します、文化振興課長の髙石でございます。 

○部会長  それでは、議題に入りたいと思います。 

「千葉市民ギャラリー・いなげ」について、施設所管課から説明をお願いします。 

○髙石文化振興課長  それでは、資料６－１でございまして、市民ギャラリー・いなげ

の評価シートのほうがございますので、そちらでご説明をさせていただきます。 

 まず、「１ 基本情報」の欄でございますけれども、指定管理者は公益財団法人千葉市教

育振興財団。指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間とな

っております。 

 次に、「２ 管理運営の実績」でございますけれども、「（１）主な実施事業」につきまし

ては、市からの委託料による指定管理事業と自主事業により実施するという形で構成され

ております。それぞれの事業概要はご覧のとおりでございます。市民ギャラリー・いなげ

の特徴といたしましては、施設の貸出業務のほか、ギャラリー事業として企画展の開催が

指定管理業務となっている点が上げられます。自主事業といたしましては、提案に基づき、

版画ワークショップや、茶道に親しむ会、千葉市芸術文化新人賞受賞者であります佐藤信

太郎さんを迎えまして、写真講座などのイベントを実施しました。 

続きまして、「（２）利用状況」についてでございます。「①利用者数」が載っておりま

すが、ギャラリーの展示室の入場者、制作室の利用者、そして旧神谷伝兵衛稲毛別荘の入

館者の合計で、２５年度は４３，９１１人でした。利用者数が４２，２０８人だった平成

２４年度に比べますと、１，７０３人の増加ということになっております。また、２５年

度の目標人数である３９，２００人を約４，７００人上回っているというような状況でご

ざいます。②の貸出施設の稼働率でございます。展示室が３室になっておりますけれども、

稼働率は１００％となっております。制作室が３部屋ございますけれども、こちらが３９．

５％と、２４年度と比較すると１．３％増加という形になっております。 

続きまして、「（３）収支状況」についてですけれども、収入においては概ね計画どおり

となっておりますが、おめくりいただきまして支出についてでございますけれども、決算

額は計画額の範囲内となっており、結果、収支は６５万５，０００円のプラスということ

になっております。 

「（４）指定管理者が行った処分の件数」でございますけれども、使用許可件数のこと

になるんですけれども、１，４７５件でございました。 
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「（５）市への不服申立て」と、「（６）情報公開の状況」の文書開示申出につきまして

は、いずれも０件でございました。 

続きまして、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」につきましては、まず「（１）指定

管理者が行ったアンケート調査の結果」をご覧いただきたいと思いますが、「①アンケート

調査の実施内容」、ご回答いただいた「回答者数」が、イのところにありますけれども、４

３２人の回答をいただいております。「②調査の結果」をご覧いただきますと、「清掃状況」

や「窓口・受付対応」について、大体９０％の方が「よい」というような回答がございま

して、来場者の皆様、ご満足をいただけているというふうな状況でございます。③のアン

ケートの意見の項目でございますが、旧神谷伝兵衛別荘に対して、地域に歴史的な建物が

あることに驚く声や、末永く保存してほしいというような声があったことに対し、今後も

積極的にＰＲや手の行き届いた施設管理を心がけていきたいというような回答をしており

ます。また、展示室の利用希望者が多く、抽選の際、落選回数に応じた優先利用を考慮し

てほしいというような声がございましたけれども、公平性をということを第一に考えまし

て、現状の抽選方法をご理解いただくとともに、こちらの展示室以外に、第一制作室とい

うのは割と空いている期間がございますので、そちらを展示室として使っていただくよう

にお勧めしているというところでございます。また、施設を展示する際のスポットライト

を増設してほしいというような声もございまして、２５年度におきましては、市民への利

益還元ということで、スポットライトの購入を検討しているという状況でございます。 

「（２）市に寄せられた意見、苦情」は特にございませんでした。 

次に、「４ 指定管理者による自己評価」についてでございます。「地域学習」で訪れる

小学生から、リタイア後の学習成果を発表する高齢者の方まで、約４４，０００人が利用

する文化施設でございます。また、国登録有形文化財である「旧神谷伝兵衛稲毛別荘」は、

千葉市民だけでなく他市、他県からの見学者も増加しており、このような魅力を伝えるた

め企画展、講座の内容を工夫いたしまして、一方、「地域」との連携を深めるために、街お

こしの行事やさまざまな行事に積極的に参加するなど、職員が一丸となって、千葉市と密

接に連絡をとり合いながら、「地域アート」の拠点として公平性・平等性をもって施設運営

ができたというような評価をしております。 

おめくりいただきまして、「５ 市による評価」につきましてでございますが、利用人

数、稼働率も年々増加していることから、市民及び他市町村の利用者にとっても、魅力の

ある施設となっていることがうかがえます。展示事業や講習会の参加者数も当初の見込み

を上回っており、千葉にゆかりの作家の展示を行うなど施設の魅力が伝わるよう工夫して

いること、また、地域との連携に積極的に努めていることなどから「Ａ」という形の評価

をさせていただいております。 

最後に、「履行状況の確認」につきまして、概ね仕様、計画どおりの実績・成果が認め

られましたので、全て「２」という評価をさせていただいております。５ページの一番下

のところに、各項目の合計がございますけれども、４４項目の合計で８８点、平均で２．

０点となっておりまして、評価をしているという状況でございます。 

評価シートについての説明は、以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

それでは、指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の
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財務状況等に関して、意見交換を行いたいと思います。 

なお、本施設の指定管理者である、公益財団法人千葉市教育振興財団につきましては、

計算書類等が全て公表されておりますので、このまま、本件に関しては公開のままで続け

ます。 

それでは、公認会計士である委員より、計算書類等をもとにご意見をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○委員  資料６－４をお開きください。事業報告書がございます。この辺、ずっと１０

ページくらい説明が続いておりまして、ずっとめくっていただくと、３４ページが終わっ

て、次が計算書類の１ページというふうになります。貸借対照表が記載されています。資

産合計が６億４，２００万、負債合計が２億４，７００万、正味財産３億９，４００万と

いうことで、内容的には運用を含め、健全な状態だと思います。 

 資産内容ですけれども、現金預金が１億７，５００万、それから投資有価証券が２億１，

３００万。退職給付引当資産が１億５，２００万。これのうち、投資有価証券２億１，３

００万は、後のほうの明細にもありましたけれども、市債が２，０００万、国債が１億９，

３００万、健全な投資場所であると思いますし、退職給付引当資産は、負債の部にある退

職給付引当金の見合いとして預金で積み立てているものですので、これも健全な引当だと

いうふうに思います。負債の部のほうも、今申し上げた大きなものは退職給付引当資産１

億５，２００万ですので、負債のほうから見ても、特に問題ないというふうに思います。 

 次のページが、正味財産増減計算書です。経常収益の合計が９億５，１００万円。次の

ページ、右側のページで、経常費用の合計が９億６，５００万。したがってマイナス１,

４００万ということで、収支としてはマイナス１，４００万ちょっとということになって

います。それに対して、もうちょっと下のほうにいきますと、法人税・住民税及び事業税

が５１４万７，０００円計上されております。赤字なのに法人税が計上されているという

ことで、若干それは違和感を感じますけれど、次のページ、５ページです。４ページから

５ページにかけて、公益目的事業会計というのと、収益事業等会計と、二つに分けてあり

ます。要するに、収益事業に関して、そこで利益が出れば法人税が課税されるということ

で、収益事業等会計、右側の５ページのほうのところを見ていただくと、収益事業等会計

で、下から１０番目くらいの項目ですか、税引前当期一般正味財産増減額が、収益事業の

ところで１，３００万のプラスになって、結果としてこれに対する税金、法人税が５１４

万、それが先ほどの収支のときに計上されたということです。 

 あとは、財産目録が、次のページにございます。預金の明細とか、有価証券の明細とか、

退職給付引当資産の明細とか、内容的には何の問題もないというふうに思います。 

 あと、参考までに平成２５年３月期の貸借対照表、正味財産増減計算書、平成２４年３

月期の貸借対照表、正味財産増減計算書、こういったものが添付されています。比較して

も、事業の内容としては、倒産のリスクとか、そういったところはないというふうに判断

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。 

 ただいまの財務状況のご意見について、委員の皆様、何かご質問やご意見がございまし

たら。リスクということに関係なく、ついでだから、委員に財務諸表の見方を教えていた
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だくとか、関係なく何でもご質問いただければと思います。 

 私のほうで、今のはそうすると全体としては赤字になっているけれども、収益の方が黒

字だったんですね。 

○委員  そうですね。 

○部会長  その分は、収益分というのは税金がかかる。 

○委員  そうですね。 

○部会長  文化事業は非課税。 

○委員  ええ。公益目的はまた目的が別にあるんでしょうから、赤字でも。 

○部会長  仕方ない。 

○委員  はい。良いといってよいのか、そこはよくわかりませんけども。 

○部会長  でも、そういうお話ですね。他に何か。 

○委員  市の教育振興財団というのは、市民ギャラリー・いなげと美術館と生涯学習セ

ンター、この３つが公益目的事業。 

○丸島生活文化スポーツ部長  あとは、埋蔵文化財センター。 

○委員  埋蔵文化財センター。この４つ。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○委員  利益が出るといったら、どこで出るんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  その生涯学習センターの中で自主事業をやっています。 

○委員  そこで利益が出るのですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○部会長  生涯学習センターで利益を上げているわけですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○部会長  今の、この該当の物件で利益を上げているわけではないんですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ではないですね。ここの、市民ギャラリー・いなげも、

多少、自主事業をやっていますが、規模が小さいので。事業自体が数十万規模のものです

ので。 

○委員  一千万とか、そういったものにはならない。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ならないです。 

○部会長  美術館のほうも、売店なんかで売っているけれども、そんなに収益が上がっ

ているわけではない。 

○丸島生活文化スポーツ部長  美術館は、もう全く収益性のない施設で。 

○委員  確かに利益が出ているといっても、２，４００万の指定管理委託料を払ってい

るわけですからね。本当は、払わなくてもプラスになればベストなんですけど。 

○部会長  生涯学習センターの収益は、この委員会に関係ないけど、何で。儲かってい

るといったらおかしいけど。生涯学習センターというのは、何をやっているんですかね、

収益は。レストランか。いや、違う。図書館だとかが、そうでしたっけ。 

○丸島生活文化スポーツ部長  図書館が入っているところです。 

○部会長  図書館はあそこですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  図書館自体は、運営は別ですけど。建物は。 

○部会長  あそこですよね。あそこの前に食堂があったし。 
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○丸島生活文化スポーツ部長  市民カレッジみたいなものをやっていまして。 

○委員  私の記憶に間違いがなければ、例えば陶芸だとか美術だとか。それから、福祉

みたいなものもやっていたような。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○委員  学費というか、何でしたっけ。月謝のような。 

○丸島生活文化スポーツ部長  授業料をいただいて。 

○委員  授業料を払って参加しているのですね。 

○部会長  学習センターだから、いろいろなところと。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。いろいろあって、淑徳大学とか千葉大学とか、

そういったところと提携しまして、淑徳大学ですと福祉関係の講座とか、千葉大学はいろ

いろな、認知症の関係とか、いろいろなものをやっています。 

○部会長  余談ばかりやってもあれですから。撤退のリスクという点では、財務状況は

健全で、全然問題ないというご意見でよろしいですか。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、これを本部会の意見とさせていただきます。 

 それでは次に、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等について、指定管理者評価シートをもとに、委員の皆様からご意見

をお願いいたします。 

 何か、これについての一般的なご意見を。 

○委員  お伺いしていいですか。今年は、指定管理者である教育振興財団の中で人事は

交換するわけですか。代わりましたよね。今年は。 

○丸島生活文化スポーツ部長  今年は代わっていないです。 

○委員  ないですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  結局、専門的な人になってしまうので、市民ギャラリー

の館長さんは、もう美術の方ですので、どうしてもそういう専門的な方になってしまう。 

○委員  いや、いいんですよ。評価が去年と比べると良くなったような気がするんです

ね。代わったのかなと思ったら、代わっていないということ。 

○丸島生活文化スポーツ部長  もちろん、その振興財団の中で人事してもよろしいんで

すが。 

○委員  代わっていないということですね。 

○部会長  前は、副館長がもう直接やることになったという、そういうお話だったんで

すね。２年くらい前に。 

○委員  副館長がやっているんですね。 

○部会長  副館長が直接、何かをやるなんて、そんな話だったですよね。最初は違って

いたか何かだったと思うんですけど。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ギャラリーですか。 

○部会長  何か、２，３年前に副館長が今後、兼任して、それで今という、そんなよう

な話を聞いたりしましたね。 

○髙石文化振興課長  今は館長さんが１人。 
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○部会長  館長さんが。 

○丸島生活文化スポーツ部長  あと、学芸員の方が１人います。 

○部会長  それは、私は質問というか、要するに展示室１００％となっているじゃない

ですか。やっぱり、世の中、失業率０％はないとあるように。アパートでもなんでも。１

００％というのは、普通は出ない。それを、制作室で意図的にやっているということなの

ですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ここの展示室の貸し方が、一日単位の貸し方になってい

るので。しかも、今、県の美術館が改装工事中で。 

○髙石文化振興課長  すみません。一応、ギャラリー自体は６日間単位で貸出しを、つ

まり、一週間という形の展示期間でお貸し出しするので、いろいろなサークルの方とかが、

そこで展示したいという希望が、かなり、予約の時に重なるというようなことがあって。

やはり人気が高いというようなことで、稼働率が非常にいいと。 

○部会長  １００％ということは、使いたいけど使えなかったという人がいっぱいいる

という、重なっちゃったという。そういうことですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。県の美術館の閉鎖中が大きくて、市の美術館もそ

ういったスペースがあって、そちらの稼働率も上がっていますので。 

○部会長  なるほどね。それもあったわけですね。確かにね。 

○委員  ただ、広さが適当だということがあるんでしょうね。県の美術館は、あれが従

来のままだったら、とても１室借りるなんて無理ですけれども。そういう意味では、コン

パクトで非常に利用しやすいと思います。 

○委員  適当ですよね。 

○委員  例えば、地域コミュニティの絵画の好きな人が展示をするには、適当な面積だ

ということが言えます。ただし、その代わり天井が低いとかいろんな問題はありますけど、

今度はライトの問題で改善されるそうで、大変いいんじゃないかと思います。 

○丸島生活文化スポーツ部長  制作室のほうは、実は一日単位ではなくて、午前・午後

とかになっているので。ですから、こちらがどうしても回転率でいくと下がってしまうこ

とに。 

○部会長  制作室で両方やって、まあ、両方やったほうが客も両方でいいですよね、ひ

とつだけというより。そのほうがね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  制作室は、展示するにはちょっと使いにくい面もあるん

ですけれども。展示室が、もう今、いっぱいの状況ですので、そちらもお使いいただけれ

ばと。 

○部会長  その他、皆さん、何でもこの機会に。 

○委員  ここの受付の仕方は、前と変わっていないんですか。 

○髙石文化振興課長  予約の受付は同じですね。 

○委員  この前のやり方というか。 

○部会長  あそこは本当に地域との連携というか、稲毛の駅から歩きにくいというか、

道がね。整備、市の責任なんでしょうけども。あの道を歩くのは、ちょっと怖い感じがす

るから。ちょっとその点、工夫なんかできればいいですよね。 

○委員  ただ、問題は、周辺を歩いて回れるようなマップを作ろうとか、ああいうのが
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できれば。 

○髙石文化振興課長  浅間神社とか、いろいろ回れそうな形で努力をされている。 

○委員  その中に、市の所有物だけど、全然お金をかけないで、ちょっと老朽化した施

設がありますよね。 

○髙石文化振興課長  ゆかりの家ですね。 

○委員  ゆかりの家。 

○髙石文化振興課長  愛新覚羅ゆかりの家というのが近くに。 

○委員  改善したいから金を貸してくれという要請が。だから、そういうのをどんどん

動かしていくと、もっと良くなりますね。 

○髙石文化振興課長  連携できればいいなと思います。 

○部会長  回遊的にできればいいですよね。１点だけで往復するんじゃなく、ぐるっと

散歩ができればね。 

基本的にはよくやられているという印象ですね。そういうことで、よろしいでしょうか。 

○委員  思いますね。思いますねって、僭越ですけど。いいんじゃないかと。 

○部会長  市民ギャラリー・いなげについては、よく運営されているという、本部会の

意見というふうにさせていただきます。よろしいですね。 

（異議なし） 

○部会長  それでは、財務状況も含めて、市民ギャラリー・いなげの指定管理者の行っ

た施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくということに

なりますが、詳細については、私と事務局との間の調整でやっていく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、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、ここで昼食の休憩とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○佐久間市民総務課長補佐  午前中のご審議、ありがとうございました。 

 委員の皆様につきましては、これから職員が昼食をお取りいただきます会場にご案内い

たしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、この部屋は、この後、１２時４５分まで施錠いたしますので、貴重品等はお持ち

になってご移動をお願いします。 

 会議の再開は午後１時とさせていただきます。恐れ入りますが、５分前までにお戻りい

ただきますようお願いいたします。 

 午前中、どうもご審議、ありがとうございました。 

（休憩） 

○部会長  では、１時になりましたので、会議を再開いたします。事務局どうぞ。 

○佐久間市民総務課長補佐  それでは、審議に入ります前に、お昼の休憩を挟みまして

事務局職員の入替えを行いましたので改めてご紹介させていただきます。 

 「千葉市若葉区千城台コミュニティセンター」を所管します、若葉区地域振興課地域づ

くり支援室長の三浦でございます。 
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 では、よろしくお願いいたします。 

○部会長  それでは、「千葉市文化施設等」について、施設所管課からご説明をお願いし

ます。どうぞ。 

○髙石文化振興課長  文化振興課が引き続きご説明させていただきます。 

資料７－１をお開きいただきたいと思います。こちらの資料に沿ってご説明をいたしま

す。 

 まず、「１ 基本情報」の欄をご覧いただきたいと思いますが、ここで評価いただくのが

「千葉市民会館」、「千葉市文化センター」、「千葉市若葉文化ホール」、「千葉市美浜文化ホ

ール」の４施設となります。指定管理者は、アートプレックスちば事業体、こちらは、公

益財団法人千葉市文化振興財団を代表とした６団体から構成されております。指定期間は、

平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間となっております。運営のリ

スクについては、ＪＶの協定書がございまして、構成員は、千葉市及び構成員全員の承認

がなければ脱退できないこと、指定期間途中に構成員のいずれかが脱退または破産・解散

した場合は、残存構成員が指定管理者業務を遂行することと取り決められております。こ

の各団体では、経営者会議を３か月に１回、事務局を通じた事業体内の会議は随時行って

おるところでございます。 

次に、「２ 管理運営の実績」についてでございます。まず、「（１）主な実施事業」に

つきましては、ご覧のとおりでございますが、「①指定管理事業」といたしましては、施設

の運営業務、維持管理業務、経営管理業務がございます。「②自主事業」といたしましては、

コンサートの開催などの文化事業、その他業務といたしましては、ホスピタリティの向上

等がございます。 

続きまして、「（２）利用状況」につきまして、ご覧のとおりでございますが、施設の利

用者数は、４館全体で見ると若干の減少となっております。ページをおめくりいただきま

すと、一番上のところに「②稼働率（回転率）」となっておりますが、これにつきましては、

前年比で増加した主な施設は、美浜文化ホールのリハーサル室が伸びておりまして５．８％

増、あるいは、同じ美浜文化ホールのスタジオのほうで１０．１％増となっております。

その他の施設は、多少の増減はあるものの、横ばいという形となっております。美浜文化

ホールのスタジオについては、２つあるうちの１つのスタジオを平日割引を期間限定で実

施しておりまして、それの効果が出たものと考えております。 

次に３ページをご覧いただきたいと思いますが、こちらに「（３）収支状況」が載って

ございます。収支状況につきましては、実績でございますけれども、収入・支出とも計画

額を若干下回りましたが、決算においては９６万４，０００円の黒字という形になってお

ります。 

続きまして、「（４）指定管理者が行った処分の件数」をご覧いただきたいと思いますが、

各施設の使用許可の総件数は９，１９６件でございます。使用の不許可や制限を行ったも

のはなく、「（５）市への不服申立て」につきましてもございませんでした。 

次に、「（６）情報公開の状況」につきましては、こちら、ご覧のとおりでございますが、

平成２５年度におきましては、指定管理者応募時の提案書について１件の情報提供の請求

がございまして、そちらについては情報提供をいたしたところでございます。 

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けれども、「３ 利用者ニー
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ズ・満足度等の把握」のところでございます。「（１）指定管理者が行ったアンケート調査

の結果」につきましては、ご覧のとおりでございますけれども、「②調査の結果」につきま

しては抜粋で掲載をさせていただいております。主なところを申し上げますと、市民会館

のほうのところの「⑥本日の施設満足度」についてございますが、大体８０点から１００

点という形で答えていただいた利用者様が７８．２％となっております。その他の文化施

設についても同様の項目について見ていきますと８０点から１００点と答えていただいた

利用者様の割合を見ますと、文化センターで９５．４％、５ページに移っていただいて、

若葉文化ホールのほうでは９４．５％、美浜文化ホールでは８７．６％といずれも高評価

となっております。次に、こちらのページの下段のところにあります「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」についてでございます。市民会館で１４２件、

文化センターで１４件、若葉文化ホールで１１件、美浜文化ホールで５４件の記述回答を

いただいております。一例を挙げますと、「親切にしてもらった」あるいは「美浜文化ホー

ルの音楽ホールのピアノ、ホールの音響がすばらしい」等の意見をいただいております。  

ページをおめくりいただきまして、６ページでございます。「（２）市に寄せられた意見、

苦情」の欄をご覧ください。ご意見や苦情は、昨年度はＥメールで 1 件頂戴しております。

内容は、お客様ご本人のお持ちのバックの鍵が開かなくなってしまった際に、職員の対応

が親切であったというような感謝のメールが届いておりまして、こちら、市長の手紙とい

うことで届いておりました。 

続きまして、「４ 指定管理者による自己評価」につきましては、こちらも書いてござ

いますとおりではありますが、「事業計画に基づき、良好に実施できた。管理施設について

は、文化施設４館での相互の施設予約、チケット販売、利用料の収納形態の多様化が利用

者に浸透し、年々利用件数が増加している。自主事業の事業観覧者・参加者に対する顧客

満足度調査を管理施設全館で実施し、事業体として利用者の満足・不満足の要素の把握・

分析を行い、利用者のニーズや評価を施設運営、事業の実施に活かす取組みを継続的に実

施した。」ということでございます。自主事業については、千葉市文化芸術振興計画の施策

に沿って、体験型・参加型事業の拡充を行ったとの評価をしております。 

続きまして、「５ 市による評価」の欄をご覧いただきたいと思います。今年度より市

民会館、文化センターにおいて、損害保険に加えイベント保険にも追加加入しております。

リスク管理意識の高さがうかがえるという点を評価します。また、平成２６年２月８日か

ら９日にかけて降った大雪の影響で発生した帰宅困難者に対して、市民会館がホールを開

放いたしまして、約１，２００人の受け入れを行いました。職員の適切な対応により大き

な混乱もなく、無事に帰宅困難者を受け入れることができました。また、自主事業におい

ては、昨年度に引き続き４館連携事業を行い、市民参加型事業や子供たちが文化・芸術に

触れる機会を創出するような事業を計画され、実施されております。各ホールの特性が生

かされた事業が展開されたというふうに評価しております。以上から、概ね計画どおりと

申し上げてよいと判断いたしまして、評価はＡといたしております。 
７ページをご覧いただきたいと思います。こちらのページには「履行状況の確認」につ

いて記入しておるところでございますけれども、こちらのページの中段のあたりに「リス

ク管理」という欄がございます。こちらの「損害賠償責任保険等への加入」の項目につい

て、先ほど申し上げたようなイベント保険の加入ということがございましたので、３の評
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価としております。また、１０ページの「緊急時の対応」のところ、こちら、先ほど申し

た大雪の際の帰宅困難者の対応が適切であったということから３という評価をいたしてお

ります。それ以外の項目については、概ね仕様、事業計画どおりの実績・成果が認められ

ましたので、全て２と評価しております。 

 １０ページの一番下段のところに全体の集計が載っておりまして、全４７項目、合計点

数が９６点、平均が２．０点となりました。 

 指定管理者評価シートの説明については以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、指定管理者の倒産、撤退のリスクを把握するという観点から、指定管理者の

財務状況等に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 先ほどと同じように、非公開とさせていただきます。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等をもとに委員からご意見をお

願いいたします。 

 なお、共同事業体の構成団体のうち、公益財団法人千葉市文化振興財団と（株）千葉共

立については、先日の第１回市民・文化部会において既に審議しておりまして、「倒産・撤

退のリスクはない」とされております。この２者を除く４者について委員よりご意見をい

ただき、審議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

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

該当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

 

○部会長  要するに利益率は非常に低い感じがすると。しかしながら、それはそれほど

悪くはない。一応、ちゃんと儲かっているんであろうと思われるし、リスクも少ないと。

そういうことでよろしいですか。 

（異議なし） 

 

○部会長  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等に関する意見交換については、公開で議論いたします。 

 それでは、先ほどの指定管理者評価シートをもとに委員の皆様からご意見をお伺いした

いと思います。 

○委員  ちょっとお伺いしていいですか。指定管理者評価シートの３ページの上のとこ

ろに収入実績のコメント、備考欄ですが、「指定管理委託料の計画比０．３％減は、美浜文

化ホール光熱水費等概算分の精算による。」と。指定管理委託料というのは光熱水費を概算

で決めているんですか。 

○髙石文化振興課長  美浜文化ホールだけ、複合で、あの中に美浜区の保健福祉センタ

ーというのが入っています。そうすると、光熱水費等を一括で支払いを、概算という形で

支払いをして、後に精算するので、最終的にずれが。返還金が出たり。 

○委員  ここだけですよね。 

○髙石文化振興課長  美浜だけそういう形をとらせていただいているんですが。備考欄

でそういうわかりづらい表現になってしまいました。ちょっと特殊な施設だということで
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ご理解いただければ。 

○委員  わかりました。 

○部会長  他に何か、どんなことでもいいので、こういう会議、議題から少しずれても

何かご質問があれば。 

○委員  基本的なというか、ベースの話かもしれませんけど、利用者数って減ってきて

いるんですよね。もちろん、先ほどの美浜文化ホールで、一部なんですけど、リハーサル

室とか、そこら辺が一時的には増えているところもありますが、基本的にこう見ると、減

ってきているという感じがするんですけど。これって、世の流れというのか、それとも何

かこれから対策をすれば、対策をとればまた増えてくるのか、そういうことも可能なんで

しょうか。 

○髙石文化振興課長  確かに２４年度が非常に利用者数が多くて２５年度が落ちている

というような形でして、ちなみに平成２３年度が、利用者数が７７万９，４１６という数

字でして、平成２４年度がちょっと特殊に１回大きかった。そこはやっぱり、イベントの

性質とかで当たるものが１個入ると大きく左右するんです。そんなに何回もイベントをや

るというホールじゃないんで、何か一つ入ると影響するということなのかなというふうに

は理解したんですけれども。 

○委員  利用者としての立場から言うと、美浜「文化ホール」なんですね。最初はきれ

いだからといって、極端なことを言えば、芝居で使うとかですね。音楽ホールですから楽

屋がないんです。バックヤードとかがないんです。だから、何といいましたか、中央の。 

○吉原市民総務課長  市民会館ですか、 

○委員  市民会館とか、そういうところに行くと、後ろがものすごい広いですよね。だ

から、例えば舞台装置とか何かを入れたり、そこで入れかえるとか、そういうことができ

るんです。最初はみんな新しくできたからって、学校も使ったんです、学芸会とか、ああ

いうところで。ところが、生徒が待機する場所がなくなっちゃうわけですね。そうすると、

今度しようがないから他を、ということになる。 

だから、本来の音楽ホールとして、収斂していくということであって、私はこの減少は、

別に営業努力が足らないとか、そういう意味ではなくて、本来のホールの目的に沿って利

用され始めているのかというふうに考えて、むしろ悪い方向ではないというふうに思って

いますけど。事実、学芸会で使っていたのが次の年から使わなくなったということは事実

でありますから。実際、演劇とか、そういうものには使いにくい。使えないということじ

ゃなく使いにくいということであって。だから、音楽ホールとしてはむしろいいんですよ。 

他の利用がないですから。最初のうちはみんな新しいから使った、利用があったけど、

やっていくと、あそこはちょっと違うなというようになってきたんではないかという、私

は、そのように、勝手に推計しています。 

○髙石文化振興課長  音響は非常にいいというようなお話を関係の方々からはいただい

ております。 

○委員  だから、音楽ホールとしての位置付けをみんながわかってきたと、こういうこ

とであって悪いことじゃないというふうに。 

○委員  評価が定着してきて、もうユーザーがある程度選んで使っていると。 

○委員  音楽のほうで。 
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○委員  安定的に使う。 

○委員  使っていると、そういうふうに勝手に理解しているんですけどね。 

○委員  だから、狙いどおりであれば別に構わないわけですね。 

○委員  最初の頃増えたのは、新しいから使ってみよう、きれいだよと言って行ったお

客がいなくなった、余分な者がいなくなったという理解で悪いことではないと思っていま

すけど。 

 関連してちょっとお伺いしますけれども、アウトリーチ事業として小中学校で行った邦

楽体験教室というのは、朝香さんなんかがやっているああいうものではない、それとは別

なんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  すみません、何ページですか。 

○委員  ６ページ、小中学校で行った邦楽体験教室、これは。 

○丸島生活文化スポーツ部長  これは指定管理者としてやったものです。 

○委員  ここでやっているんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。それとは別に朝香先生の。 

○委員  また別なんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それとはまた別にやって。 

○委員  別に、これは特別に自主事業の中に入っていると。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○委員  ちょっとよろしいでしょうか。評価シートの７ページですが、「障害者雇用への

配慮」のところが、「雇用はないが、募集時に排除することは無い。」ということで、２に

なっているんですが、ここでの評価はそういうことなのかもしれないけれども、先ほど別

の評価のときに雇用していないということで１点がついたりもしていたという。このあた

りの整合性みたいなものというのは、とる必要があるのか、もう個別でいいのかとちょっ

と知りたいんですが。午前中のどこかの施設、中央コミュニティセンターでしたか、障害

者雇用をなかなかできていないということで１点という評価が続いているというようなこ

とがあったんですけれども、ここの場合は、雇用がないというふうにはっきり書いてある

のに２点という評価が出た。別に問題ないですか。 

○吉原市民総務課長  午前中の中央コミュニティセンターは、評価項目というのが、ま

ず、指定管理者の公募・選定を行うときに、応募してきた団体が、私たちはこういうふう

に施設を管理しますという提案を挙げてもらって、それを評価して選定をしているわけな

んですけれども、その提案した内容というのが、この評価対象になるわけです。中央コミ

ュニティセンターの指定管理者のシンコースポーツでの提案というのは、障害者雇用をす

るという提案になっていたので、それができていないということで１点にしたということ

なんです。 

 こちらのほうは、ちょっとすみません、わからないんですけど、多分、基準が、そうい

った提案のレベルが違うんではないかなと。 

○委員  絶対に雇用するとまでは書いていない、配慮はしますというぐらいの表現の違

いということなんですか。 

○部会長  排除をすることはないという、意味がちょっとわかりにくい。これ、どうい

う意味なんですか。 
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○髙石文化振興課長  一応、募集は続けているんですけれども、雇用までに至っていな

いということで、引き続き募集については門戸を開くと。続けていこうということでござ

います。 

○部会長  今、委員がおっしゃっているのは、午前中の中央コミュニティセンターの場

合は、募集したけれども、しかも応募はあったけど、たまたま募集条件に当たらなかった

んで雇用に至らなかった。そういうことで、そこまで努力しているけど、それで１点とい

うことですね。今回は、そういう具体的な努力をしたところが何もないのに２点というの

は、なぜ違いがあるのかという、そういう質問ですよね。 

○委員  ええ、今の説明でなんとなく。 

○髙石文化振興課長  うちのほうも多分、雇用をする段階では、そういった障害者の方

についても募集しようという意識で募集をかけるんですけれども、結果として結びつかな

かったということでの評価という。ちょっとなかなか表現は難しいんですけれども。 

○委員  要するに、施設によってハードルが違うということなんですね。 

○髙石文化振興課長  施設の配置人数もやはりかなり絞られてくる中でのというところ

もありますので、その辺の、おっしゃるハードルというのでしょうか。 

○委員  もともと設定した計画に対しての現状の評価であるということなので、こうい

う高いハードルを設定して、これぐらいだったら１になるし、これぐらいのハードルでこ

うやったら２になるという。 

○髙石文化振興課長  うちのほうの判断としては、そのような努力はしているという中

で結果が結びつかなかったけれども、ということで評価をさせていただいたということで

ございます。 

○委員  これは、各施設で障害者雇用というのはどのくらいとか、特に一定の基準があ

るわけじゃなく。市としては当然あるんでしょうけど、各施設の中で、同じそういう環境

になじまないところであれば、これぐらいでもいいだろうし、それぞれが努力すればよろ

しいということなんでしょうか。 

○吉原市民総務課長  選定のときに、指定管理者を選定するときの基準として、これは、

市のほうから障害者雇用の配慮というのは示してありまして、それが、評価の基準という

のは決まっています。それは、法定雇用率を満たしているか、満たしていないかというと

ころで、法定雇用率を満たしていれば標準的な点がつくんです。さらに、提案として、今、

指定管理をしようとしている施設でもって雇用すれば、さらに良い点がつくというような

ことになっていまして。そういう提案をしておいて雇用していなければ、先ほどの中央コ

ミュニティセンターの例なんですけど、これは、提案してあったけど雇用していないよね

ということで１点という評価をしました。 

こちらは、すみません、私の所管ではないのでわからないんですけれども、恐らくそう

いう提案をしていないんじゃないかなというふうに思います。 

○委員  評価の仕方としては、それでいいんだと思いますけど、ただ、一般論として施

設ごとにやっぱりそれぞれ考えるということで、もともと選定のときにどういう基準を持

っていたか、どういう目標を持っていたかによって雇用を考えていくと。それぞれの施設

が。そういう感じですね。 

○吉原市民総務課長  はい、そうです。ここのどの項目についてもそうなんですけれど
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も、基本的な考え方、採点の基準というのは、提案があって、それを満たしていれば２点

と、こういう基準になっております。 

○委員  わかりました。 

○部会長  ここの書き方が異なるのは、提案の内容がコミュニティセンターの場合に比

べて低かったからこのように。そういう解釈ということでよろしいでしょうか。 

 他にどなたかご意見はないですか。 

（なし） 

○部会長  では、基本的には、今のホールの利用者数、動きがありますけれども、これ

は利用者の増加にさらにつなげられるように努力してほしいというのが一つ。それからも

う一つは、障害者雇用の評価点数など、各施設の指定管理者の提案にもよりますけれども、

わかりやすい書き方をしてほしいと、評価シート。という、そういうところですね。その

二つということでまとめさせていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  それでは、財務状況も含めて、千葉市文化施設の指定管理者の行った施設の

管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていきます。これについての

詳細は、私と事務局にて調整するということでご了承いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

では、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今後の施設の管理

運営に十分に反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、「千葉市若葉区千城台コミュニティセンター」について、施設所管課か

ら説明をお願いします。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  若葉区地域振興課の三浦と申します。よ

ろしくお願いします。 

 では、千城台コミュニティセンターの指定管理者評価シートについてご説明いたします。

資料８－１をご覧ください。 

 まず、指定管理者評価シート、まず「１ 基本情報」ですが、指定管理者はアートプレ

ックスちば事業体、指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年

間となっています。 

 次に、「２ 管理運営の実績」です。まず「（１）主な実施事業」ですが、まず「①指定

管理事業」につきましては、ご覧のとおりでございますが、一番下のコミュニティまつり

は、１０月１９日、２０日に行われまして約６，１００人の来場がありまして大変盛況で

ございました。続いて「②自主事業」ですが、こちらは年間で事業計画を２回上回る５３

回実施されております。これは、下から２つ目の「ロビー作品展示会」を当初計画の１４

回に対し、１６回実施したことによるものです。また、上から３つ目の「七夕まつり」、こ

ちらでは、サークル活動の成果として展示、コンサート、郷土芸能などの発表などが行わ

れ２５０人の来場がございました。このほか「親子映画鑑賞会」、「サイエンス教室」、「Ｗ

ａｋａｂａ Ｄａｎｃｅ Ｓｃｈｏｏｌ」、「おやこ料理教室」などでは定員がいっぱいに

なるほど多く来場者にお越しいただきまして、大変好評を得ました。 

次に「（２）利用状況」です。平成２５年度の利用者数は９万５，６７５人でございま
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して、目標値を３，６００人ほど上回った結果、前年度比で出しますと９４．１％という

ことになってございます。次に「②稼働率」ですが、稼働率につきましては３３．７％で、

こちらは目標値を０．５％上回ってはおりますけれども、前年度より０．６％下回ってお

ります。 

続きまして「（３）収支状況」です。「①収入実績」につきましては、自主事業とその他

が計画を下回っております。また、「②支出実績」につきましては、上から２つ目の事務費

ですけれども、こちらに関しましては、光熱水費が計画額を３００万円上回った影響を受

けまして全体で計画比１０６．３％となりましたけれども、他の項目の経費縮減により、

計画額を下回りました。その結果としまして、収支実績としまして１１１万４，０００円

のプラスとなりました。 

続きまして２ページをご覧ください。「（４）指定管理者が行った処分の件数」ですが、

使用の許可１万１，９４０件、使用の不許可及び使用制限はございませんでした。 

次に「（５）市への不服申立て」及び「（６）情報公開の状況」ですが、こちらについて

はいずれも該当がございませんでした。 

続きまして「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでございます。まず「（１）

指定管理者が行ったアンケート調査の結果」についてですけれども、こちらは、指定管理

者の独自のアンケート、市指定のアンケートを年１回ずつ実施しております。調査の結果

につきましては、記載のとおりでございます。このうち市が指定した「満足度調査」の結

果についてご説明いたします。資料の４ページをお開きください。こちら、「満足度調査」

でございます。こちらにアンケート結果の集計がございまして、「①スタッフの態度」、「②

スタッフの言葉遣い」、「③スタッフの身だしなみ」につきましては、概ね７割の方が「大

変満足」、「満足」という評価をいただいております。また、「⑥施設の清掃」については、

８割の方が「満足」以上の高い評価結果というふうになっております。一方、施設の予約

システムを導入して間もない時期のアンケート調査ということもあると思われますが、「⑧

予約方法」につきましては、「不満足」以下の回答が１２％ありまして、満足度は低いとい

う結果になってございます。次に、５ページをご覧ください。「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」ですが、黒丸の２つ目ですが、「和室の畳を更新してほ

しい」という意見がございましたが、これにつきましては、畳の表替を指定管理者の小破

修繕として実施してございます。 

次の「（２）市に寄せられた意見、苦情」についてはございませんでした。 

次に、「４ 指定管理者による自己評価」です。施設の利用状況は、大雪などの影響が

ありましたが、利用者数、稼働率とも目標値を上回りました。収入は前年度を上回りまし

たが電気料金の値上げなどの影響もあり、支出も前年度より若干上回っております。自主

事業は、当初計画以上に実施し、施設の維持管理につきましても支障なく管理することが

できたと自己評価しております。 

次に、「５ 市による評価」です。こちらにつきましては、評価を３段階評価の真ん中

のＡというふうにいたしました。理由としましては、計画以上の自主事業を実施したこと、

利用者からスタッフの対応についても良好と評価されていること、経営管理業務において

も、事業報告等適時になされており、概ね管理運営の基準等に適合していると判断したこ

となどによるものでございます。 
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次の「履行状況の確認」につきましても、ご覧のとおりで、ほとんどが市の提案どおり

の実績・成果があったということで２点といたしました。なお、７ページの一番下ですが、

「部屋状況チェック表の実施」は、利用者にもチェックしてもらっているということで３

点と。また、８ページの上から３つ目ですけれども、「美観の保持」につきましては、床の

コーティングを実施したという結果、３点といたしました。 

結果といたしましては、合計１５２点で全ての項目の評価の平均といたしまして２点と

なりました。 

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。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、財務状況については同じ事業体ですので、これを省略いたしまして、サービ

ス水準の向上、業務効率化の方策、または改善を要する点等について、指定管理者評価シ

ートをもとに委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。何かご意見はございますでし

ょうか。 

 これ、自主事業をすごくよくやっているという感じですね、見た感じね。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  はい。 

○部会長  利用者数というのは、例えば自主事業なんかでいっぱい人が来るじゃないで

すか、そういう人はカウントしないんですか。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  自主事業ですと、例えばサークル活動で

ロビーの作品展示会みたいな、ロビーでやったことについては、カウントしてございませ

ん。あくまでカウントしているのは諸室の利用などでございます。 

○部会長  そういうことですね。ですから、自主事業が多いと、いっぱいお客が。本当

はもっと来ているということですね。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  はい、そうです。 

○部会長  何かついでにお聞きしたいことがあれば。地元ですよね。 

○委員  いろんな問題があるけども、よく管理費を抑えてここまで収支を管理したと評

価しますが、そうはいっても、会計処理上のミスはないでしょうね、大変申し訳ないけれ

ども。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  会計上ですか。 

○委員  いや、電気とか水道が、区別管理になっているんですが。ここで収入減が、「若

葉図書館、千城台公民館の光熱費負担金収入の減」と書いてあるんですけど。そもそもこ

れは、極端なことを言うと、１つのメーターがあって、使ったやつを分けているというこ

とでしょう。その辺のやりくり、入りくりはないんですねとこういう質問です。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そこは、使った施設から。 

○委員  減少したということは、本当はちゃんと等分で割ったらもっと負担してもらわ

なきゃいけないのに、こっちが便宜を図ってやったとか、そういうことではないんですね。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そういうことではないです。 

○委員  常識で考えるとおかしいんですけど、光熱費の電気料とか上がっているんです

から、図書館等で使った電気料金が減るということは、常識的にはあり得ないですよね。

よっぽど休館して電気を使わなかったとか、そういうことでない限り、こういう現象は起

きないはずです、と私は思ったので。そうすると、これが減ったということの理由は。 
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○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  うちのほうではやっておりません。 

○委員  常識で考えると、書いてあるのをそのまま理解すれば。電気代がかかっていれ

ば、今単価が上がっているから。 

○吉原市民総務課長  全体の光熱水費を縮減したんですよね。 

○委員  だからＬＥＤになったとか。何かに使ったもんだから下がりましたよと、こう

いうこと。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  全体の光熱水費を削減したんですよね。 

○委員  全体が減ったんですね。分担が減ったんじゃなくて、全体として。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  これは、あくまで計画額に対してですの

で、計画で。 

○委員  なるほど。じゃあ見積もりが若干ちょっと。わかりました。 

○丸島生活文化スポーツ部長  昨年は特に電気料金が上がったので、みんな光熱水費は

苦労していると思います。 

○委員  ２年ぐらい前から電気料金は上がっていたんだけど、ものすごく上がっていま

すよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  すごい上がっていますね。東電さんの影響が大きい。 

○部会長  光熱費が上がったからといって消費税みたいに転嫁できないですからね、こ

れ。消費税は転嫁できるけど、いろんな利用料金は同じですものね。 

○吉原市民総務課長  はい。利用料金は５年間でもってやっていますので、その指定管

理期間の間は同じ料金です。 

○部会長  ですから、光熱費が上がったらまともに効いちゃいますね。 

○委員  だから、どこかで節約してもらわなきゃいけないということだね。よく守られ

ていますよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  やはり皆さん、その他の管理費のほうで。 

○委員  頑張っておられると。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。あとは電気を小まめに消すとか、暗い施設が多い

と思います。 

○委員  アンケートなんですけれども、評価シートの２ページに「未利用者アンケート」

というもの。未利用者というのは、具体的にどういうふうにアンケートをとったんでしょ

うか。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  こちらは、実施場所が、若葉区の公民館

８施設がございますけれども、そちらの公民館の利用者の方にアンケートを配りまして書

いていただいて集計をした結果でございます。 

○委員  施設を使っていない人に、どういうふうに使いたいかというような調査をする

のは、どういうニーズがあるのかというのを把握する意味でも非常にいいのではないかと

思いますので、評価したいなと思います。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  これは指定管理者の提案書に沿ったもの

です。 

○部会長  自主事業というのは、やっぱり子どもさんを対象にしたようなのは多いです

か。 



 

 ―３６― 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そうですね。子どもの方、高齢の方とか

を対象にしたものが。大きく言うと分かれると思います。 

○委員  先ほど映画の説明がありましたけど、映画は好評なんですね、予定よりも多く。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  ここでは毎月１回、名作映画劇場という

ものを開催しております。 

○部会長  結構、見に来る人、多いんですか。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  そうですね。毎回１００人前後の方が。 

○委員  大したものです。普段テレビで見られないようなやつをやって。 

○部会長  そうそう、映画館でもやっていないものが見られるから。だから、僕が近く

にいたら多分観に行くと思うんですけど。これは、利用者にカウントしないわけですね、

１００人来ても。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  これはしています。 

○部会長  それはしているんですか。 

○委員  ロビーじゃカウントしにくいですけど、部屋になっていれば、座っていればカ

ウントしやすいですからね。 

○部会長  他に何か特に。 

 さっきの委員のお話のように、未利用者へのアンケートをきっちり見ていないんですけ

ど、どうここから読みとれるという印象なのですかね。アンケートを見ると、未利用者は

こういうことを期待しているなとか。書いていただいてはいるのですけど。４ページの下

に。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  未利用者のアンケートにつきましては、

評価シートの４ページの下のほうにありますが、こちら、公民館は無料施設でやっていま

すので、そういったところも見ているのかなというのがございます。 

○部会長  ぱっと見た感じ、ここから何か読み取りにくいなと思って。書いてくれたの

だと。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  いろんな意見がございますので。 

○委員  未利用者アンケートの項目の「（４）普段どのような部屋をご利用しています

か。」というのは、どこの部屋。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  こちらは公民館。 

○委員  公民館の部屋ですか。千城台コミュニティセンターのことには特に関係ないと

いう感じなんですか。 

○三浦若葉区地域振興課地域づくり支援室長  はい。 

○委員  さっき映画のことをお伺いしましたけど、映画を観に来る方だけじゃなくて、

映画を観に、我々みたいな老人が集まってくる。それが一種の触れ合いみたいになってく

るんですね。観ているときは隣の人は見えないんだけれども、あっ、あの人、また来たと

か、じゃあ週末は来ようとか、来月来ようとか、そういう一種のコミュニティみたいな役

割を果たしているんで、一見そんなに大した意味はないというふうに思われると思います

が、そういうのはぜひ継続してやっていったらいいんじゃないかなと。フィルム代はただ

ですからね、もう終わっちゃっているわけですか。 

○部会長  行ったついでに近所の人にお会いして、こんにちはと、そういう話も成り立
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つわけですね。みんな家にじっとしていると、コミュニティはできないですものね。どん

どん人を集めるのはいいことですよね、どんなテーマであれ。 

 そうすると、他にご意見はないですので、これに関しては、自主事業の取組みについて

は評価できるという意見でよろしいでしょうか。それから、光熱水費などの管理費を抑え

て、これだけの収支としていることも、よくしているという意味で評価できる。それから、

未利用者のアンケートについてもニーズの把握のために、今後も施設運営に役立ててほし

い。未利用者アンケートは、特に目標を持ってアンケートをとったほうがいいような気が

します。 

○委員  そうですね。せっかくなら戦略的に。 

○部会長  散漫になっていて、読んでもよくわからないんですよね。 

○委員  施設の運営に活きるような項目をつけ加えてもらうと、もっと利用者を増やす

のにいいのではないかと思います。 

 使ったことがある人だと、当然、満足したとか、そういうものになるのですが、新しい

ニーズがあって、これまで来ていなかった人を呼び寄せるという部分も工夫してもいいん

じゃないかなというふうに思います。 

○部会長  アンケートを工夫していただくということで、よろしいかと。 

 その程度で、３つの意見ということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  では、これを本部会の意見ということにさせていただきます。 

 それでは、これらを踏まえて、千葉市若葉区千城台コミュニティセンターの指定管理者

の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめていくという

ことになりますが、詳細については、私と事務局にて調整させていただくということでご

承認をお願いします。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今後の施設の管理運営に

反映していただきたいと思います。 

では、２時２０分まで休憩をとらせていただきます。 

（休憩） 

○部会長  では休憩を終わり、再開したいと思います。 

「千葉市美術館」について、施設所管課から説明をお願いいたします。 

○髙石文化振興課長  資料９－１、こちらに評価シートがございますので、こちらに沿

いましてご説明をさせていただきます。 

まず、「１ 基本情報」の欄でございますけれども、指定管理者は公益財団法人千葉市

教育振興財団、指定期間は平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までの５年間と

なっております。なお、本施設の指定管理者については、平成２２年度の選定評価委員会

でのご意見をいただきまして、非公募による指定管理を継続しておるところでございます。 

次に、「２ 管理運営の実績」についてご説明いたします。「（１）主な実施事業」につ

きましては、市からの委託料による指定管理事業と自主財源等により実施する自主事業で

構成されておりまして、それぞれの事業概要につきましてはご覧のとおりとなっておりま
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す。美術館の特徴といたしましては、施設の貸出業務のほか、８，０００点を超える美術

品の管理業務、展覧会事業や講演会・ワークショップなどの教育普及事業など、美術館特

有のソフト事業が指定管理事業の主たる業務となっている点が挙げられます。自主事業と

しては、友の会の運営のほか、美術館の認知度・利用度の向上を目的としたイベント事業

や、千葉市科学館、千葉市郷土館、近隣の商店等との地域連携事業などとなっております。 

続きまして「（２）利用状況」についてでございますけれども、「①展覧会入場者数」で

ございますが、企画展と所蔵作品展の入館者数の合計で、平成２５年度は１８万５，２３

４人でした。入場者数が前年度に比較すると５万２，６７４人の増加となり、開館以来２

番目の入場者数となりました。平成２５年度の目標人数である１２万８，０００人をやは

り５万７，２３４人上回っておる状況でございます。②の貸出施設の稼働率でございます

が、さや堂、講堂で前年度を若干下回ったものの、全ての施設で目標値を上回っておりま

す。また、市民ギャラリーの稼働率が９１．９％と高くなっております。昨年度に比べて

１７．５％増となっておるところですけれども、これは、千葉県立美術館が改修工事を行

っている関係で、そちらを利用されていた方が千葉市美術館の市民ギャラリーのほうに流

れてきたというようなことで稼働率が高くなっているものでございます。 

ページをおめくりいただきまして、２ページの「（３）収支状況」のところでございま

す。収入においては、利用料金等が計画額に対して１２９．０％、自主事業が計画額に対

して７６．６％となっております。支出においては、計画額に対して人件費、事務費、管

理費、自主事業ともにマイナスとなっており、支出合計は計画額に対して９５．７％とな

っております。結果といたしまして収支は１９万３，０００円の黒字となりました。 

「（４）指定管理者が行った処分の件数」は使用許可が３６５件、作品の写真撮影など

の特別利用許可、こちらが８０件でした。不許可処分は０件でございます。 

３ページをご覧いただきたいと思いますが、「（５）市への不服申立て」、「（６）情報公

開の状況」の文書開示の申出につきましては、いずれも０件でございます。 

 続きまして、「３ 利用者ニーズ・満足度等の把握」につきまして、まず「（１）指定管

理者が行ったアンケート調査の結果」をご覧いただきたいと思いますが、「①アンケート調

査の実施内容」のところの「イ 回答者数」がございます。延べで２，９７６件の回答が

ございました。「②調査の結果」をご覧いただきたいと思いますが、ア～エが、各展覧会の

結果を集計したものでございます。オのところに感想について記入されておりまして、展

覧会ごとの結果が記載されております。いずれの展覧会においても、約８０％の方が「大

変よかった・期待以上」あるいは「よかった・期待どおり」というような回答をいただい

ておりまして、来場者の皆様からの満足度が高いということがうかがえます。ページをお

めくりください。４ページ、③の意見、苦情の項目でありますが、こちらも「大変良かっ

た」「また来たい」などの意見が目立っております。 

「（２）市に寄せられた意見、苦情」は特にございませんでした。 

続きまして、「４ 指定管理者による自己評価」につきましては、指定管理者は、各業

務の成果を細かく分析しておりますが、「仏像半島～房総の美しき仏たち」展で多数の来館

者を誘引し、開館以来第４位の入場者数となったこと、その他の展覧会でも展覧会関連イ

ベントを多数開催した結果、多数の入場者があり、入場者数が前年度と比べて大幅に増え、

歴代２位となったことなど、特筆すべき年度であったことを評価しております。 
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続きまして、「５ 市による評価」についてでございますが、概ね基準や計画どおりの

実績・成果が認められ、管理運営が良好に行われていたことから、Ａという評価をさせて

いただいております。 

次に５ページのほうをおめくりいただきたいと思いますが、「履行状況の確認」につき

まして記入させていただいております。こちらの中では、このページの下から２段目にな

りますけれども、「施設管理」の項目の「施設貸出業務」の項目、こちらについて、利用者

サービスの向上を目的として管理運営に関する要領等の改正を行っております。そのこと

から、３という評価を出しておるところです。具体的には、こちら、市民ギャラリーの使

用申請につきまして、使用日から数えて、使用の内定を出すのが大体３か月前ぐらいに出

していたところなんですけれども、その使用内定を、少なくとも６か月間は前に出して準

備期間をとれるように変更いたしました。このことによって利用者の利便性を向上させた

ということで評価しております。６ページをご覧いただきたいと思いますが、６ページの

下段のほうの「指定管理事業」の中に「展覧会」の項目についてでございますけど、入場

者数が目標値の１４４．７％と大幅な増加となったことから３という評価をいたしました。

それ以外の項目については、概ね仕様、事業計画どおり実績・成果が認められたというこ

とで、全て２という評価をいたしました。 

その結果、７ページに集計が載っておりますけれども、４５項目で９２点、平均で２．

０点ということになっております。 

シートのほうの説明は以上でございます。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。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関してですけれども、これは、午前中に評価しま

した千葉市民ギャラリー・いなげと同じ指定管理者ですので省略いたします。 

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

点等について、指定管理者評価シートをもとに、委員の皆様からご意見を伺いたいと思い

ます。何かご意見はございますか。 

○委員  よろしいでしょうか。１点、確認したいことなんですが、評価シート２ページ

の特別利用の許可というのが８０件、少し説明があったかと思うんですけど、具体的にど

ういうのが特別利用になるんでしょうか。 

○髙石文化振興課長  これは、美術館が持っている写真の原板を貸し出すとか、作品自

体を撮影したいとかというようなものの件数になります。 

○部会長  美術品自体を貸すこともあるんでしょう。 

○髙石文化振興課長  それは展覧会、企画展に応じて、美術館同士で貸し借りをしてと

いう形で。 

○部会長  それは許可に入らないんですか。 

○髙石文化振興課長  それは、あくまで指定管理として施設の使用、部屋貸しという形

の許可が。 

○部会長  施設の場合、貸し借りは、契約ということですかね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それは、指定管理者というのではなくて、我々行政のほ

うが貸している。 

○部会長  そうなんですか。 
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○丸島生活文化スポーツ部長  はい。作品自体は市のものなので。 

○委員  作品自体は市のものですからね。 

○部会長  計画するのは、指定管理者が話し合いをして決めるんでしょうけれども。 

○委員  管理とか、そういうものは市が。 

○丸島生活文化スポーツ部長  管理はしてもらっていますけど。あの財産は市のものな

ので、そういった貸し出しとかというのは、市のほうから許可を出すと。 

○部会長  だからそれは許可制になっているわけですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  許可といいますか。 

○部会長  契約なんですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○部会長  当然、美術館というのはお互いに貸し借りすることは何てことないんですよ

ね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。もちろん、実際の作業は、全部、美術館同士

でやっていますけれども、書類が市に回ってきて市のほうでオーケーを出して貸している。

ものすごく頻繁にやっています。 

○部会長  そうですね。ついでに関係してお聞きしたいんですけど、それは、お互いに

バーターでただみたいにするのか、お金で決済しているんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それは、美術館同士の取り決めがあって、全部バーター

でただにしています。 

○部会長  そういうことですね、現金は動かさないんですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。借りたいほうが輸送費を出すという形ですね。 

○部会長  そのかわり、こっち、貸し出すということね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○部会長  わかりました。 

○委員  この中で高い評価になっている房総の仏像展というのは大変良い企画で、我々、

美術をわからない者でもいいなと思いますけれども、相当お金がかかっているんじゃない

かと。持ってくる輸送料とか、返さなきゃいけないわけですから、相当コストがかかって

いるんじゃないかなと考えますけど。 

○丸島生活文化スポーツ部長  あれはものすごくかかっています。 

○委員  思いますよ。 

○部会長  １回ばらにして組み立てるわけでしょう。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。 

○部会長  そうしないと、あのままじゃあ折れちゃいますから。 

○丸島生活文化スポーツ部長  現場で丁寧に解体をして、それまでにちゃんと魂を抜い

ているわけですけれども、きれいに解体して、現地でまた丁寧に戻して、また魂を入れる

ということでものすごく手間とお金がかかりました。 

○委員  ただ、余談になっちゃいますけど、これとは関係ないですけど、まだまだ国宝

級の物が千葉県内にもっといっぱいあるでしょう。それは勝手に動かせませんけれども、

勝手に行って貸せとか、それは言えないと思うけど。 

○部会長  だから、成田山の不動明王とか、ああいうのは来ていなかったですものね。
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ああいうのは貸してくれないんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  成田山からも一部お借りをしたんですけれども。実は、

これをやったのは２回目なんだそうです。昔、１回やったそうなんですが、そのときのほ

うがもっと重要文化財級の物が来ていたんですが、そのときはまだ時代のニーズにマッチ

していなくて、そんなに評判にならなかった。今回のほうが、どちらかというと、前回に

比べれば、若干レベルは違うんですけれども、今回はものすごく人気があって、我々の想

像以上の来場者数がありました。 

○委員  今回、重要文化財というのは、１点あったんじゃないかぐらいですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。数点だったと思います、重要文化財。 

○委員  だけど、人気はあったよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  多分、今回、見せ方がよくて、通常の仏像の置き方だけ

ではなくて、やっぱり美術館でやるので、美術的に見せたらどうかと。立体空間を、通常、

仏像では合わせないような合わせ方をしてお見せしたりしたので、そういうのが受けたん

じゃないかなと。 

○部会長  そう思いますよ。地元の人でも１００回さい銭を投げても、実際、仏像を見

たことないという人がいるわけですよね。今回初めて、しかも横から見たり縦から見たり

できるから。非常にみんな喜んでいる感じですよね。同じ村の人でも、見たことないと言

うから。奥のほうにあるから。 

○丸島生活文化スポーツ部長  博物館なんかですと、そのまま見せるのが博物館なんで

すけど、やっぱり今回、美術館でやって、美術的に、例えば、この仏像とこういう眷属を

組み合わせたらどうなるかという、立体空間としてお見せしたところがあったので、それ

がまたよかったそうです。 

○委員  言われれば、なるほどと思います。私は、最後にあった波の伊八の町の出身で

すが、ああいうふうに立体的には出しませんからね、みんなお寺のところへ、平面的にか

かっているだけですけど、それをああいうふうに立体的に見たらなんていうのは大変なこ

となので。 

○丸島生活文化スポーツ部長  その辺のアイデアがよかったのかなと。 

○部会長  そうですね。いつも正面からしか拝めないですからね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです。裏からも見れますので。 

○部会長  すごく上のほうにあるわけですからね。みんなすごく感心したわけですね。

こういうような企画は２年とか３年かけてやるんでしょうけど、すごい企画力はあると。

今度、館長さんは、２年ぐらい前か、去年から代わられたんですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○部会長  そういう、今回出てくるのは２年から３年かかるんでしょうけど、計画は前

からやっているから、そういう点はどうなんですか、先行きの見通し。 

○丸島生活文化スポーツ部長  前までの館長さんは、浮世絵を専門とする館長さんで、

今度の方は、どちらかというとちょっと違うんですけれども。ただ、人脈がある方ですの

で。そういった意味では、今回、例えば「ジョルジュ・ルオー」をやったんですけれども、

これも実は館長が出光美術館とかなりつながりがあるということでお借りできたというこ

ともある。そういった人脈が豊富な、河合館長さんは、そういったことがありますので、



 

 ―４２― 

そういった意味ではこれからいろんな、今までとかちょっと違った展示物が増えてくる可

能性はあると思います。 

○部会長  どう出るかですね。ただ、ルオーは意外に入場者、少ないですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  意外に伸びなかったです。 

○部会長  だから、ちょっとその辺ですよね。ああいう仏像展みたいな思いがけないこ

とがぼんと出て。ルオーみたいに有名だからいっぱい来ると思っても実は来ないという。

それはなかなか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ルオーはイメージが暗かったのかなというのはあります。

ただ、パナソニックミュージアムと連携して、向こうでもやったんで、両方を見たら割引

になるような券をやっていたんですが、ちょっと思った以上にルオーは伸びなかったです。 

○委員  アンケートの中で「はじめて」というのが３３％出ていますね。だから、これ

は非常に広告宣伝活動がよかったということですよね。他の施設は、「はじめて」の回答は

少ない。３回、５回という人が非常に多いわけですから。こういう初めてという人が多い

ということは。 

○丸島生活文化スポーツ部長  意外に、私どもの美術館は県外からも来ていただいてい

る方が多くて、その辺の宣伝も、ですから、東京のほうに駅とかにも張り出しの広告をす

るようには心がけていますが。何せ、だから、宣伝費はかなりかかってしまうのでたくさ

んはできないのですが、県外からたくさん来ていただいているということをうまく利用し

たいとは思っています。 

○部会長  私、たまたま日経をとっているんですけど、日経の一番裏のところに小さな

美術の紹介欄があるじゃないですか。あれ、意外に千葉市美術館、たまたま出ますよね。

やっぱりあれはコネですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  実は、美術館には、専任のそういった広報担当がいます。

女性なんですが、彼女がうまくマスコミ関係に資料を流しているんですね。 

○委員  あれは、継続的に流さないと、なかなかそれだけでは、タイミングよく入れて

くれないですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  それは、もう彼女がやってくれている。 

○委員  そういう役割を。 

○部会長  ああいうところにちょこっと出ると、客がばっと増えますよ、やっぱり。 

○丸島生活文化スポーツ部長  全然違います。あとＮＨＫの日曜美術館なんかに出たら、

もう次の日はすごいです。 

○部会長  どっと増えるんですよね。 

○委員  自己評価の中に「高校生の利用促進」とありますが、まず、学生というか、高

校生とか、そういう方にもっと働きかけたらどうかなというような気が強くいたしますが、

着実に実は結んでいるという理解でいいわけですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  高校生、実は、無料化しまして。 

○委員  だから、その結果、それでいいわけ。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい。 

○部会長  無料化して増えているんですかね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  少しずつは増えています。 
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○委員  増えたというふうに評価をしていますからね。 

○委員  市内の大学生も新入生ですね、４月に市の施設を何施設か、無料に。 

○丸島生活文化スポーツ部長  そうです、最初の半年間は。 

○委員  半年でしたっけ、無料になっていると、市長さんが入学式の挨拶でＰＲしてく

ださったんです。 

○部会長  この取組みは上げていったほうがいいと思うんですよね。美術なりなんなり

親しみをもって。 

○丸島生活文化スポーツ部長  美術館は、実は、当初はかなり苦戦をしておりまして、

なかなか入場者数が増えなかった経緯があります。それが、ここ５、６年急に右肩上がり

に増えてきた。やはり、今までとそんなにがらっと企画が変わったわけではないですけれ

ども、やっぱり入場者数が余り来なかったときからも、引き続き良い企画をどんどん続け

てやってきた、その積み重ねが大きいんだと。固定客も増えていますので、ですから、減

ることはないです。その固定客の人が、新しいお客を呼んでくれて、入場者数もだんだん

右肩上がりでいっている。ですから、いい企画をずっと続けるということが非常に大事だ

なとは思っています。 

○部会長  企画ですね。企画がいいと思うんですよ、いつも。今やっている子どもの何

とかというのもすごくいいですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ちょっと苦戦しているんですけれども。 

○部会長  子どもの絵を中心にやっているんですよね。なかなか着眼はいいなと思って。 

○委員  企画でしょうね。この７月の初めにベルギー、オランダ、絵画をめぐるツアー

というのがあって、ぽーんと飛び込んで入って１０日間で美術館めぐりだとか教会とかに

行ってきたんですが。やっぱりオランダの国立博物館ですか、レンブラントの「夜警」な

んて、いまだに平日でもいっぱいですからね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  向こうでは無料なんです、美術館。基本的に無料と聞い

ていますから。 

○委員  そういうことで、ゴッホ美術館とか、平日であれだけ集まっているんですから

ね。いい企画が、企画が左右しますよね。そういうところは、こういう評判の絵があるか

らみんな行くわけでしょう。 

○部会長  ここは、他の特別というか、そういうところなんか、内容が悪いと本当に困

っちゃうんですよね。ここだけ競合なしで発注しているというか、そういうことですよね、

指名しているというか。ということですから、やっぱり頑張っていただいているのが一番、

重要だし。競争なしで指名していて、内容が悪かったら、本当に何をやっているんだとい

うことになりますから、競合はないんだけど、内容はいいから問題ない、本当に、結果、

助かっている気がしますよね。 

○委員  ただ、県立美術館がオープンしたときの対応、どうコラボレートするか、お互

い連携というのが重要な。 

○委員  今回の数字というのは、県立がクローズされている部分の人数というのは、増

加というのはあるんですか。 

○髙石文化振興課長  ギャラリーの部分は、そういった方が流れてきているという分析

です。企画展は、またちょっと別の問題かと。 
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○委員  企画展は、そうですね。 

○部会長  ギャラリーは来年ぐらい減るんですよね、また。 

○髙石文化振興課長  多分、そういうことになるかと思います。 

○委員  県立美術館が改装となったら、どんなふうに変わるんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  基本的には耐震改修と言っていましたので。 

○委員  じゃあ基本的な構造は変わらないんですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  はい、余り変わらないと。 

○委員  じゃあそんな大きな変化はないですね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  県の美術館は基本的に貸館が中心ですので、企画展はそ

んなにやっていないところですので、余り我々と企画展がダブるというのは、そんなにな

い美術館ですから。 

○委員  従来のものですと、一室がものすごい広いでしょう。県展やるみたいな、実際

にやるにはいいんだけれども。 

○丸島生活文化スポーツ部長  展示室が８部屋ぐらい広いのがあってですね。 

○委員  だから、それ以外は使い勝手が難しいですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ただ、あそこはバルビゾン派のいい絵をたくさん持って

いますので、やろうと思えば、ミレー関係とか浅井忠とかたくさんいい絵がありますので。 

○部会長  企画力が悪いんですかね。なんだか行っても…、な感じがちょっとするんで

すよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  我々は専属の学芸員が、さっき委員がおっしゃったよう

に３年も４年もかけて企画しておりますので、その辺の違いはあると思います。 

○委員  館長は何ていう人でしたっけ。 

○丸島生活文化スポーツ部長  県ですか。 

○委員  あそこは県の職員が。 

○丸島生活文化スポーツ部長  ちょっと今、休館しているので、違うと思いますけれど

も。 

○委員  美術館長は県の職員が。 

○丸島生活文化スポーツ部長  県の職員がやっています。 

○部会長  今の時代は、いい物を持っていれば来るという時代じゃないですからね。リ

ピーターを目標にするから、同じ物ばっかり、国宝があっても、毎回同じ物をやってもし

ようがないわけです。ですから、結局、企画でやっていかないと、客は来ないんですよね。 

○丸島生活文化スポーツ部長  特に、うちの所蔵は浮世絵なので、基本的に長期間展示

できないので、どうしても数か月単位でしまわなければ劣化してしまうので、そういった

のもあります。なかなか常設展示というのはできないところではあります。 

○委員  話は飛びますが、市がお持ちの美術品というのは、全部１カ所で管理している

んですか。 

○丸島生活文化スポーツ部長  美術館の物は全部そこに。美術館以外でそういった貴重

な物を持っているかどうか、ちょっと我々も把握していません。 

○委員  案外あるような気がしますので。 

○部会長  では、この美術館の運営については、特に指導するようなこともないという
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ことでよろしいですか。 

（異議なし）。 

○部会長  基本的なところはよくやっているなという印象を受けています。 

では、まとめさせていただきますと、展覧会事業など良好な施設運営が行われていると

いうところが第一です。それから、展示の仕方、広報の方法など、入場者の増加に向けた

工夫などが評価できる。今後も魅力的な企画展と利用の増加を図られたいと。そんな程度

でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  では、こういう意見で部会の意見とさせていただきます。 

 今のご意見を踏まえまして、千葉市美術館の指定管理者の行った施設の管理に係る年度

評価についての本部会としての意見をまとめていくということになりますが、詳細につい

ては、私と事務局にて調整するということでご承認いただけますか。 

（異議なし） 

○部会長  ありがとうございます。 

では、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、今後の施設の管理

運営に十分反映していただきたいと思います。 

以上で議題１は終了しました。 

次に議題２の「その他」ですが、何かございますでしょうか。 

○吉原市民総務課長  今回の会議録の公開について、ご説明いたします。 

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。 

ご確認いただきました後に、本年度評価をしていただきまして、そこで出たご意見を記

載した指定管理者評価シートとともに、後日、市のホームページに掲載し、公表する予定

でございます。 

以上でございます。 

○部会長  今の説明について何か質問。よろしいでしょうか。 

 要するに、議事録の案を送っていただいてということですね。そういうお話ですね。 

○吉原市民総務課長  はい。 

○部会長  特に修正意見があれば出してくださいという。 

 その他何か、何でもよろしいですけど、ご意見、ご質問がございましたら。 

（なし） 

○部会長  では、皆様のご協力によりまして、本日の議事は全て終了しました。ありが

とうございました。 

では、事務局にお返しします。 

○佐久間市民総務課長補佐  長時間にわたりましてのご審議、誠にありがとうございま

した。 

 以上をもちまして、平成２６年度千葉市民局指定管理者選定評価委員会第２回市民・文

化部会を閉会とさせていただきます。 

 なお次回、第３回になります市民・文化部会は１０月頃の開催を予定しております。ま

たご案内いたしますので、よろしくお願いします。 



 

 ―４６― 

本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 


