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平成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会 

第１回花見川区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月１２日（水） １５：００～１６：３０ 

 

２ 場所：花見川区役所 ２階 講堂 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

小野寺 浩一委員（部会長）、鶴見 泰委員（副部会長）、宮葉 冨繁委員 

（２）事務局 

芦ヶ谷花見川区長、立石地域づくり支援室長、林主査、加藤主任主事、相田主事 

 

４ 議題： 

（１）部会長及び副部会長の選出について  

（２）平成２８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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター  

イ 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）部会長及び副部会長の選出について 

   委員の互選により、小野寺委員を部会長に、鶴見委員を副部会長に選出した。 

（２）平成２８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 千葉市花見川区畑コミュニティセンター 

 平成２８年度に千葉市花見川区畑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 千葉市花見川区幕張コミュニティセンター 

  平成２８年度に千葉市花見川区幕張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。 

（３）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： 

○事務局職員  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。 

 ただいまより、平成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回花見川区役

所部会を開催いたします。 
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 私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課地域づくり支援室の林と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づきまして、公開とされて

おります。 

 ただし、一部非公開のものがございますので、あらかじめご承知おきください。 

 なお、現在は傍聴人の方は、いらしておりません。 

 それでは、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 公認会計士の小野寺浩一委員でございます。 

 次に、弁護士の鶴見泰委員でございます。 

 次に、花見川区町内自治会連絡協議会会計の宮葉冨繁委員でございます。 

 なお、千葉大学法政経学部准教授の齋藤裕美委員及び元花見川区公民館運営審議会委員

長の新田芳男委員につきましては、所用により欠席する旨のご連絡をいただいております。

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、職員につきましてご紹介いたします。 

 花見川区長の芦ヶ谷でございます。 

 続きまして、地域振興課職員です。 

 地域づくり支援室長の立石でございます。 

 加藤主任主事でございます。 

 相田主事でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、花見川区長の芦ヶ谷からご挨拶を申し上げます。 

○芦ヶ谷花見川区長  改めまして、こんにちは。花見川区長の芦ヶ谷でございます。 

 本日は、お忙しい中、また、うだるような暑さの中、委員の皆様におかれましては、平

成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回花見川区役所部会にご出席をい

ただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、日ごろより、市政に対し、多大なるご協力をいただいておりますこと、この場を

借りて深く感謝を申し上げます。 

 さて、本日の部会は、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に基づき

開催するものであります。 

 本日の目的は、昨年度の指定管理者による管理運営を評価し、現指定期間における管理

運営の改善につなげることでございます。 

 昨年４月に畑、幕張コミュニティセンターともに指定管理者が変わり、１年余りが経過

しましたが、指定管理者の管理・運営状況を本日、委員の皆様に評価していただきますと

ともに、市民の皆様にとって、よりよい施設となるよう、委員の皆様から忌憚のないご意

見を頂戴できればと思います。 

 本日はよろしくお願い申し上げます。 

○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。 

 まず、委員の皆様には事前に資料をお渡ししておりますが、資料の差し替えがございま

す。資料４－１及び資料４－４、資料５－１につきまして、差し替え後の資料を机上に配

付してございます。お手数でございますが、議事においては、差し替え後の資料をご覧く



 

―３― 

ださい。 

 続きまして、事前にお渡ししたファイルをお開きいただき、先頭から「次第」、「席次表」、

「諮問書」の写し、「会議資料一覧表」でございます。 

 次に、資料１が「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回花見川区役所部会進行

表」でございます。資料２が「花見川区役所部会委員名簿」でございます。資料３が「花

見川区役所部会で審議する公の施設一覧」でございます。資料４－１から４－５は、千葉

市花見川区畑コミュニティセンターの平成２８年度評価に関する資料でございまして、資

料４－１が「指定管理者年度評価シート（案）」、資料４－２が「指定管理者モニタリング

レポート」、資料４－３が「事業計画書」、資料４－４が「事業報告書」、資料４－５が「指

定管理者計算書類等」でございます。資料５は、千葉市花見川区幕張コミュニティセンタ

ーで、枝番号は先ほどの資料４と同様となってございます。なお、「計算書類等」につきま

しては、指定管理者が同じでございますので、資料４－５を共通資料とさせていただきま

す。 

 続きまして、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）」。参考資料４が「千葉市情報公開条例・施行規則 抜粋」、参考資

料５が「評価の目安（年度評価シート）」、参考資料６－１が「畑コミュニティセンターに

関する市民局指定管理者選定評価委員会の意見等」、最後に、参考資料６－２が幕張コミュ

ニティセンターに関する同様の資料でございます。 

 以上をお配りしております。お揃いでしょうか。不足等がございましたら、お知らせく

ださい。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  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、全委員５名のうち、３名にご出席いただいておりまして、半数以上のご出席がご

ざいますので、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例第１１条第７項に

おいて準用する第１０条第２項に基づき、会議は成立してございます。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。 

 なお、部会長が決定するまでの間、芦ヶ谷区長が仮議長を務めさせていただきたいと存

じますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○事務局職員  ありがとうございます。 

 それでは、芦ヶ谷区長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長（芦ヶ谷花見川区長）  ご承認いただきましたので、仮議長として会議の進行

を務めさせていただきます。それでは、議題１の「部会長及び副部会長の選出について」

に入らせていただきます。 

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

の承認等、部会を代表していただきます。 

 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理していただ
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きます。 

 まず、部会長の選出を行いたいと思いますが、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定

等に関する条例第１１条第４項に基づき、互選により選出したいと思います。 

 どなたか、立候補又は推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

○鶴見委員  部会長につきましては、公認会計士であり、また、財務等について知識又

は経験を有する者であります、小野寺委員にお務めいただきたいと思います。 

○仮議長（芦ヶ谷花見川区長）  ただいま、小野寺委員を部会長にとのご推薦をいただ

きましたけれども、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（芦ヶ谷花見川区長）  異議なしというお言葉がありましたので、小野寺委員

を部会長に決定したいと思います。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（芦ヶ谷花見川区長）  それでは、小野寺委員に部会長をお願いします。 

 小野寺部会長、部会長席へお願いいたします。 

 ここで、小野寺部会長より一言ご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

○小野寺部会長  ただいまご紹介いただきました、小野寺です。 

 不慣れではありますけれども、指定管理者選定評価委員会の趣旨にのっとって、しっか

りと部会を運営できるよう努めてまいりますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

○仮議長（芦ヶ谷花見川区長）  ありがとうございました。 

 それでは、部会長が選出されましたので、ここで議長を小野寺部会長に交代したいと存

じます。よろしくお願いします。 

○小野寺部会長  それでは、「次第」に従いまして議事を進行してまいります。ご協力の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 副部会長の選出を行いたいと思います。 

 こちらも、互選により選出することとされていますが、どなたか立候補又は推薦される

方は、いらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、私から推薦いたします。法務に精通し、弁護士でもあられる鶴見委員がふさ

わしいのではないかと思いますので、鶴見委員を副部会長に推薦いたします。ほかに、ご

意見ございませんでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、ほかにご意見がないようですので、鶴見委員を副部会長に

決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それでは、鶴見委員に副部会長をお願いいたします。 

 それではここで、鶴見副部会長から一言、ご挨拶をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○鶴見委員  副部会長に選任されました鶴見でございます。 

 部会長を精いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 
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 続きまして、議題２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」に入

らせていただきます。 

 まず、年度評価の概要について、事務局より説明をお願いします。 

○立石地域づくり支援室長  座って説明をさせていただきます。 

 それでは、年度評価の概要についてご説明をいたします。 

 指定管理者選定評価委員会による指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価の概要

について、ご説明をいたします。 

 まず、年度評価についてですが、１年間の指定管理者による管理運営を評価し、現指定

期間における管理運営の改善につなげることを目的としております。このため、選定評価

委員会を開催し、委員の皆様からのご意見をいただく機会を設け、次年度以降の管理運営

をより適正に行うために実施するものでございます。 

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

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

資料４－１「指定管理者年度評価シート」を作成いたします。 

 それでは、資料４－１をご覧ください。評価シートの内容についてご説明いたします。

評価シートは大きく７つの項目で構成されております。 

 まず、１番目に、施設名称や設置目的などの「公の施設の基本情報」、２番目に指定管理

者名などの「指定管理者の基本情報」、３番目に成果指標に係る数値目標の達成状況などの

「管理運営の成果・実績」。４番目に必須業務や自主事業などの「収支状況」。５番目に、

管理運営の履行状況などの「管理運営状況の評価」。６番目に、指定管理者が行ったアンケ

ート調査結果等を記載した「利用者ニーズ・満足度等の把握」。最後に７番目として、指定

管理者及び市による総括評価と委員会の意見を掲載する「総括」となっております。 

 さらに、委員の皆様からのご意見をいただくにあたって、ポイントとなります「市の評

価」についてご説明いたします。 

 まず、４ページ「５ 管理運営状況の評価」の「（３）管理運営の履行状況」の「評価項

目」についてですが、こちらは、指定管理者の選定時の審査項目等を記載しております。

市の評価については、参考資料５「評価の目安」を併せてご覧ください。 

 今までも評価の目安はあったのですが、全市的に評価の基準を一定程度統一するため、

新たに評価の目安が定められました。こちらはあくまで目安を示すものであるため、総合

的に判断してこれと異なる評価をすることや、選定評価委員会の意見を踏まえて修正する

ことも可能となっております。 

 評価方法ですが、モニタリングレポート記載の確認結果により、各モニタリング項目の

点数の算出を行います。 

 具体例を挙げますと、指定管理者が管理運営の基準を超える提案を行い、かつ、当該提

案が市民サービスの向上に資するものである場合、プラス評価の「◎」。また、確認した結

果、基準を上回る管理運営が行われている場合、確認結果が「◎」となり、点数が「＋２．

５」となります。 

 このように算出した評価点から、評価項目に対応するモニタリング項目１項目あたりの

平均値を算出します。この平均値をもって、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で評価を行いま

す。 
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 こちらも具体例を挙げますと、算出した平均値が「＋１．５以上」かつ、いずれのモニ

タリング項目結果にも「×」がない場合、評価が「Ａ」となります。 

 また、年度評価シートの「７ 総括」の「（２）市による評価」については、年度評価シ

ート「５ 管理運営状況の評価」のうち、（１）から（３）における評価項目の「市の評価」

の内容をもって、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階で評価を行います。 

 こちらも具体例を挙げますと、参考資料５の裏面をご覧ください。評価項目の５０％以

上が「Ａ」又は「Ｂ」、かつ、評価項目の一つ以上が「Ａ」、かつ、評価項目に「Ｄ」又は

「Ｅ」がない場合、総括評価が「Ａ」となります。 

 以上により、市で作成した「指定管理者年度評価シート」と、指定管理者から提出され

た「事業報告書」、「計算書類等」などの資料を基に、選定評価委員会により、「市の評価」

の妥当性や当該指定管理者による、施設管理運営のサービス水準向上・業務効率化の方策、

改善を要する点、指定管理者の倒産、撤退等のリスクを把握するため、当該指定管理者の

財務状況などに対するご意見をいただくものでございます。 

 最終的に、そのご意見等の中から、部会としての意見を取りまとめていただき、それを

部会長より選定評価委員会会長にご報告いただいた後、委員会会長より市に対して、答申

をしていただきます。 

 なお、答申でいただきましたご意見は、「年度評価シート」の「７ 総括」の「（３）市

民局指定管理者選定評価委員会の意見欄」に記載いたします。 

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

シート」について、市のホームページ上で公開するとともに、指定管理者による管理運営

の改善・効率化に向けた取組みを促進するため、評価結果を当該指定管理者に通知をいた

します。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいま事務局から説明をいただきましたが、何かご質問はございま

すでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、各施設の年度評価に移りたいと思います。 

 まず、千葉市花見川区畑コミュニティセンターの年度評価を行います。説明をお願いい

たします。 

○事務局職員  それでは、花見川区畑コミュニティセンターの指定管理者の行った管理

運営に対する平成２８年度評価についてご説明いたします。 

 本日机上に配付いたしました、資料４－１「平成２８年度指定管理者年度評価シート」

をご覧ください。 

 まず、事前に配付した資料からの修正点は、大きく２か所ございます。 

 １点目は、資料１ページ目、「３ 管理運営の成果・実績」の「（１）成果指標に係る数

値目標の達成状況」です。事前に配付した資料では、「諸室の施設稼働率」の平成２８年度

実績の欄に「２１．４％」と記載しておりましたが、正しくは「２１．５％」であるため、

修正するとともに、隣の達成率の欄も「１００．９％」から「１０１．４％」に修正して

おります。 

 また、達成率が修正されたことに伴い、資料３ページ目、「５ 管理運営状況の評価」の
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「（１）管理運営による成果・実績」の特記事項でこの達成率を引用しておりますので、「指

定管理者設定の数値目標の１０１．４％」と修正しております。 

 修正点の２点目は、資料２ページの一番上、「（２）その他利用状況を示す指標」です。

事前に配布した資料では、諸室の施設利用者数の平成２８年度実績の欄に「３１，０６６

人」と記載しておりましたが、正しくは「２９，２１７人」であるため、修正をいたしま

した。資料が差し替えとなってしまい、申しわけございませんが、議事におきましては、

差し替え後の資料をご覧いただければと思います。 

 また、資料４－４「平成２８年度事業報告書」におきましても、同様に修正をしており

ますので、机上に配付した資料をご覧いただければと思います。 

 それでは、説明いたします。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」ですが、「ビジョン（施設の目的・目指す

べき方向性）」は、「コミュニティ活動を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主

体の住みよいまちづくりを推進すること」であり、「ミッション（施設の社会的使命や役割）」

は、「コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給すること。地域の特性を踏まえ、

コミュニティ活動の契機となる事業を企画・実施すること。コミュニティ活動を行う上で

必要とされる情報発信の場となること」です。 

 また、「成果指標」としまして、「①施設稼働率（諸室）」、「②施設利用者数（体育館）」

の２つを設定しており、それぞれの「数値目標」は、①の諸室の施設稼働率につきまして

は、指定期間最終年度において２４．０％以上及び平成２８年度において２１．２％とな

っております。 

 ②の体育館の施設利用者数につきましては、指定期間最終年度において１万５千人以上

及び平成２８年度におきまして１万２，８００人となっております。 

 なお、これらの数値目標は、指定管理者選定の際に設定したものであり、括弧書きで市

から示した数値目標の基準を記載しておりますが、指定管理者よりそれを上回るご提案を

いただきまして、数値目標として設定しております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、指定管理者は株式会社京葉美装、

指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でございます。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」です。まず「（１）成果指標に係る数値目標の達成

状況」ですが、施設稼働率の平成２８年度の実績は２１．５％であり、平成２８年度の目

標２１．２％を若干上回っております。 

 また、体育館の施設利用者数の平成２８年度の実績は１万６，２７９人であり、平成２

８年度の数値目標１万２，８００人を上回るとともに、最終年度の数値目標１万５千人を

既に上回っております。 

 続いて、２ページ目上段の「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、諸室における施

設利用者数について、指定管理者より提案をいただいているため、この項目に記載してお

りますが、平成２８年度の数値目標２万９，０４４人に対し、平成２８年度の実績は２万

９，２１７人であり、数値目標を上回っております。 

 次に、「４ 収支状況」のうち、「（１）必須業務収支状況」ですが、「ア 収入」につい

ては、おおむね提案・計画どおりの収入となっております。 

 「イ 支出」につきましては、人件費におきまして、指定管理者が変更となったことも
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あり、年度当初に研修などで時間外勤務が発生したことなどから、当初の計画と比べ実績

が上回っております。 

 また、事務費・管理費におきましては、ＬＥＤ照明の導入やこまめな冷暖房調節などに

より、光熱水費が計画と比べて減少しています。 

 さらに、委託費におきまして、見積り合わせなどにより経費の削減に努めた結果、計画

と比べて減少しております。このことから、全体の支出としましては、計画額と比べ、２

００万円以上の削減となっております。 

 なお、事務費・管理費と委託費におきまして、計画額と提案額に大きな差がございます

が、これは、本来、委託費で計上すべきものを提案時に誤って事務費・管理費で計上して

いたためであります。 

 次に、資料３ページをご覧ください。 

 「（２）自主事業収支状況」につきましては、収入額が２１万２千円、支出額が５０万６

千円となっております。 

 以上のことから、「（３）収支状況」といたしましては、総収入額５，２７０万円に対し

まして、総支出額５，０５８万１千円となりまして、２１１万９千円の黒字となっており

ます。なお、これによる利益の還元はございません。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」です。 

 「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」ですが、下の点線の中

に記載された基準に沿って評価しておりますが、施設稼働率は目標２１．２％に対し、達

成率が１０１．４％であるため「Ｃ」、体育館の利用者数は目標１万２，８００人に対し、

達成率が１２７．２％であるため「Ａ」と評価しております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」ですが、市から支払っている指定管理料

は、選定時の提案額から０．２％の削減となっているため「Ｃ」と評価しております。 

 次に、資料４ページ、「（３）管理運営の履行状況」につきましてご説明いたします。 

 先ほども説明がありましたとおり、この評価につきましては、参考資料５に記載のとお

り、市で行っているモニタリングの結果に基づきまして、項目ごとに点数をつけ、その平

均点によって「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価しております。 

 そして、資料４ページの「特記事項」の項目には、モニタリングにおいてプラス評価「◎」

や確認結果「◎」とした点、つまり、市が評価している点を中心に記載しております。 

 まず評価項目「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」については、「Ｃ」と評価

しております。「特記事項」に具体的な事項を記載しておりますが、体育館の照明をＬＥＤ

化し、光熱費の縮減を図るとともに、環境への配慮を実施した点について、市としては評

価しております。また、職員が常に休暇を取る余裕のあるシフトとし、リスク管理を図る

とともに、職員のライフワークバランスの向上に寄与しております。 

 次に評価項目「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」については、「Ｃ」

と評価しております。指定管理者からの提案どおり、マナー教育や緊急時対応教育、バリ

アフリー教育などの多彩な研修を職員の採用時など、定期的に実施をしております。 

 次に、「（２）施設の維持管理業務」ですが、「Ｃ」と評価しております。指定管理者は、

もともと清掃やビルメンテナンスの会社でもあり、日常清掃に力を入れておりまして、清

掃作業責任者及び所長が日々検査するとともに、本社職員が週に１度確認を行っていて、
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適切な管理を行っております。 

 次に、評価項目「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」については、

「Ｃ」と評価しております。地域新聞、オニオン新聞、千葉テレビ、Ｊ：ＣＯＭなど、地

元のマスコミを活用した広報を行うとともに、フェイスブックなどのＳＮＳを活用した広

報を実施しております。また、地域の町内自治会と良好な関係を築いており、自主事業の

チラシ等を自治会内で回覧してもらうなど、利用促進を図っております。 

 次に、「（２）利用者サービスの充実」については、「Ｃ」と評価しております。ウォータ

ーサーバー、スポットクーラー、コピー機の設置等により、利用者への支援を行っている

ほか、指定管理者の提案により、ロビーにてごみの分別、リサイクル方法について現物を

展示して啓蒙しているのですが、リサイクルできるか迷うものを中心に展示するなど、工

夫が見られています。 

 次に、「（３）施設における事業の実施」につきましては、「Ｃ」と評価しております。コ

ミュニティまつり、おはなし会等の受託事業を適切に実施したほか、地域の自主防災組織

である畑町防災会との共催による防災訓練・ＡＥＤ講習、福島復興イベントやウィルチェ

アーラグビー体験会など、公共性、公益性がある事業を実施しました。 

 最後に評価項目「４ その他」につきましては、「Ｃ」と評価しております。 

 また、指定管理者も自己評価をしておりますが、各項目ともに「Ｃ」と評価しておりま

す。 

 続いて、資料５ページ、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」です。指定管理者におい

て、８月と１月の年２回アンケート調査を行っており、その結果を記載しております。な

お、括弧書きは２回目の数値を記載しております。 

 全体を通しまして、おおむね良い評価をいただいておりますが、「イ 満足度に関する質

問」の「清掃等」の項目において、「大変満足・満足」との回答が１回目７２．８％に対し、

２回目８０．６％と改善しておりまして、指定管理者が力を入れている日常清掃等が評価

されているものと思われます。 

 また、資料５ページ１番下の「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」

にも記載しておりますが、空調につきまして、利用者から多くのご意見をいただいており

ます。畑コミュニティセンターの空調設備は旧式であり、効きが悪いため、指定管理者で

工夫している点について、記載しております。 

 最後に、資料６ページ、「７ 総括」です。 

 まず、（１）として「指定管理者による自己評価」が記載されていますが、諸室・体育館

の利用者数が前年度実績及び年間目標を上回っていることや、稼働率が前年度実績と比べ

て微減であるものの、年間目標を上回っていることなどから、全体として「Ｃ」と評価し

ております。 

 また、（２）に「市による評価」を記載しております。市の総括評価としては、「Ｃ」と

評価しております。 

 その所見として、平成２８年度より指定管理者が変更となりましたが、大きな問題はな

く、市が指定管理者に求める水準どおりの管理運営が行われていました。 

 次に、もともと地域に根づいたコミュニティセンターですが、指定管理者変更後も地域

の自治会や防災会と良好な関係を築いていて、地域の行事や防災活動などにおいて地域と
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連携しています。 

 次に、地元マスコミを活用した広報や照明器具のＬＥＤ化、公共性のある自主事業など、

指定管理者の特色を生かした事業を行った点は高く評価しております。 

 次に、指定管理者は市内で四つのコミュニティセンターの指定管理を行っていますが、

福島復興イベントや写真展など、４館合同イベントを実施するなど、連携した管理・運営

を行っています。引き続き、スケールメリットを生かした事業を期待したいと考えており

ます。 

 最後に、体育館の利用者数は、指定管理者が設定した目標数値を大きく上回っておりま

す。また、諸室の稼働率は目標数値を上回っているものの、前年度実績と比較しますと、

下回っていることから、向上を期待したいと思っております。 

 これらを総合的に判断した結果、「Ｃ」と評価いたしました。 

 畑コミュニティセンターの説明につきましては、以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいま、事務局から一通り説明をいただき、畑コミュニティセンタ

ーの年度評価につきまして、評価案が示されました。 

 まず始めに、この市当局が作成した評価の妥当性について、委員の皆様から意見をお聞

きしたいと思います。ご質問も含めて、何かございましたらお願いします。 

○鶴見委員  まず、評価としては、やはり人数のところを見てしまうのですけれども、

体育館の利用者数については、非常に良好な結果であり、これについては評価できると思

います。 

 一方で、諸室では目標ギリギリでありまして、今後、更なる努力を求めたいと思います。 

 あと、収支状況ですけれども、利益還元までには至っていませんので、そこまで至るよ

うに収支を改善していってもらいたいと思っております。 

 以上、総合的に評価しますと、市による評価「Ｃ」が妥当であると判断いたします。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  特にありません。 

○小野寺部会長  では、私のほうから述べさせていただきますと、まずは、数字のほう

については、稼働率、利用者数ともに目標を上回っていますので、評価して良いと思いま

す。その他、個別な項目についても、自己評価「Ｃ」に対して、市の評価も「Ｃ」であり、

この特記事項を読みますと、妥当と思われます。 

 ちょうど先ほど、施設の見学をさせていただきました。今日は暑いですので、行った感

想としては、ちょっと暑いなと。５ページのところで、寄せられた苦情として、冷房の利

きが悪いとありまして、どう対応したかというのが書いてありますが、そのとおりに指定

管理者なりに一生懸命努力をされてやっていると思います。施設自体がやはり構造的に古

いので、限界ではないかと思いますが、そういった中では、しっかりと指定管理者は努力

されているなという印象を受けました。 

 ６ページ目の「総括」の評価、こちらも指定管理者による自己評価は「Ｃ」であり、そ

れに対して市の評価も「Ｃ」。こちらも、この所見それぞれ見まして、妥当だと私も思いま

した。 
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 そうしますと、皆様から様々な意見をいただきましたけれども、いただいた意見を総合

しますと、数字的には実績が上がっています。ただ、今後も更なる努力をお願いしたいと

いったことでしたけれども、「Ｃ」の評価が妥当であるということだと思いますが、よろし

いでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございます。 

 それでは、次に、年度評価では指定管理者の倒産・撤退のリスクを把握することとなっ

ています。 

 これから計算書類等を基に指定管理者の財務状況等に関する意見交換を行うことになり

ますが、一部の資料は一般には公開されていない法人等情報を含んでおり、千葉市情報公

開条例第７条第３号に該当する不開示情報となりますので、同条例第２５条ただし書きの

規定により、ここからの会議は非公開といたします。 

 なお、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再び公開とします。 

 現在、傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 それでは、公認会計士である私から、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を

基に意見を述べさせていただきます。 

（※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。） 

○小野寺部会長  それでは、委員の皆様から、様々な意見をいただきましたけれども、

財務状況についての意見といたしましては、提出された書類を見る限りにおいて、直ちに

倒産・撤退のリスクはないということになるかと存じますが、これを、本部会の意見とす

ることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、次に行う指定管理者の施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、

また、改善を要する点等に関する意見交換については公開とします。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 それでは、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、「指定管理者年度評価シート」等を基に、委員の皆様からご意

見を伺いたいと思います。何かご意見ございますでしょうか。 

○鶴見委員  先ほどの意見に近いものなのですけれども、体育館につきましては、非常

によく稼働していますので、これについては、維持していただきたいということになるか

と思いますが、一方で、諸室については、まだ改善の余地があるだろうと思いますので、

諸室についての稼働率の改善については、求めていきたいというふうに思います。 

 もう一つは、収支の状況についてですが、可能な限り、利益の還元ができる程度にまで、

収入、支出の改善もしていただきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○小野寺部会長  宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  平成２８年度は畑文庫といって、書棚をロビーに設置していますが、その
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書棚の利用者は、全体的な利用者には、どのように反映しているのでしょうか。 

○事務局職員  事務局からお答えいたします。 

 畑文庫という自主事業として、ロビーに図書室とは別の本を置いておりまして、ロビー

でくつろいでいらっしゃる方に、読書できる機会を提供する目的で、事業を展開しており

ます。 

 ロビーの利用者というのは、諸室・体育館の利用者には反映されないので、この諸室の

利用者、体育館の利用者、稼働率等には反映してこない数字ではあるのですけれども、た

だ、ロビーでくつろいでいただく時間というのも、コミュニティセンターの役割であると

思っておりますので、そういった意味では、意味のある事業かなとは思っています。 

 以上でございます。 

○宮葉委員  特に幕張は時々行くのですけれども、そういう利用者が散見されますので、

数字にあらわれない利用率というものも、上がっているのかなというような感じがしてい

ます。 

○小野寺部会長  私からも意見を述べさせていただきますと、ここの施設、ここの指定

管理者に限ったことではないのですけれども、評価シートの５ページのアンケートの項目

で、予約はＰＣ等で行うというのが低い数字なのですけれども、利用者としては必ずしも

評判がよくない。要は、高齢者が多い場合に、こういったアンケートの結果が出てしまう

のだと思うのですけれども、ＰＣでも予約できるよというのを、利用者さんに上手にお伝

えして、ＰＣの利用促進、それから、ここの部分の満足度が上げられるような摸索という

のをやってみても良いと思いました。 

 あとは、同じこのアンケートのところで、全体としてのサービス、良くなったというの

が一番多い結果ですので、引き続き、良い運営に努力されたいと思います。 

 委員の皆様から、様々なご意見をいただきましたが、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、改善を要する点等の主な意見としましては、諸室は稼働率の改

善を期待したい。利益の還元ができるよう利益が出るよう努力してほしい。体育館の利用

者数が増えているため、維持されたい。アンケートで予約方法の満足度を上げる取組みを

期待したい。などがございました。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市花見川区畑コミュニテ

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

見のまとめを行っていくことになりますが、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ればと思います。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは次に、千葉市花見川区幕張コミュニティセンターについて評価を行います。 

 事務局より説明をお願いします。 

○事務局職員  それでは、花見川区幕張コミュニティセンターの指定管理者の行った管

理・運営に対する平成２８年度評価についてご説明いたします。 

 本日、机上に配付いたしました資料５－１「平成２８年度指定管理者年度評価シート」
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をご覧ください。 

 まず、事前に配付した資料からの修正点は、大きく２か所ございます。 

 １点目は、資料１ページ目「３ 管理運営の成果・実績」の「（１）成果指標に係る数値

目標の達成状況」です。事前に配付した資料では、体育館の施設利用者数の平成２８年度

実績の欄に「３７，２５２人」と記載しておりましたが、正しくは「３７，３１１人」で

あるため、修正するとともに、隣の達成率の欄も「１１０．９％」から「１１１．０％」

に修正しております。 

 また、達成率が修正されたことに伴いまして、資料３ページ「５ 管理運営状況の評価」

の「（１）管理運営による成果・実績」の特記事項でこの達成率を引用しておりますので、

「指定管理者設定の数値目標の１１１．０％」という記載に修正しております。 

 修正点の２点目は、資料６ページ目、「７ 総括」の「（２）市による評価」です。事前

に配付した資料では、総括評価を「Ｃ」と記載しておりましたが、今回お配りした資料で

は「Ｂ」に修正しております。 

 資料が差し替えとなってしまいまして申し訳ございませんが、議事におきましては差し

替え後の資料をご覧いただければと思います。 

 それでは、資料５－１に沿って説明させていただきます。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」ですが、「ビジョン」、「ミッション」は、

畑コミュニティセンターと同様であるため省略させていただきます。 

 また、「成果指標」といたしまして、「①施設稼働率（諸室）」、「②施設利用者数（体育館）」

の二つを設定しておりまして、それぞれの「数値目標」は、①の諸室の施設稼働率につき

ましては、指定期間最終年度において４６．４％以上、及び平成２８年度において３７．

６％となっております。 

 ②の体育館の施設利用者数につきましては、指定期間最終年度におきまして３万７千人

以上、及び、平成２８年度において３万３，６００人となっています。 

 なお、これらの数値目標は、指定管理者選定の際に設定したものであり、括弧書きで市

から示した数値目標の基準を記載しておりますが、指定管理者よりそれを上回る提案をい

ただいておりますので、数値目標として設定しております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、畑コミュニティセンターと同様、

指定管理者は株式会社京葉美装、指定期間は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１

日までの５年間でございます。 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」です。 

 まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、施設稼働率の平成２８年度

の実績は４３．２％であり、平成２８年度の目標３７．６％を上回っております。 

 また、体育館の施設利用者数の平成２８年度の実績は３万７，３１１人であり、平成２

８年度の数値目標３万３，６００人を上回るとともに、最終年度の数値目標３万７千人を

既に上回っております。 

 続いて、２ページ目上段の「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、諸室における施

設利用者数につきまして、指定管理者より提案をいただいているため、この項目に記載し

ておりますが、平成２８年度の数値目標６万７，６８０人に対し、平成２８年度の実績は

６万７，８６５人でありまして、数値目標を上回っております。 
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 次に、「４ 収支状況」のうち、「（１）必須業務収支状況」ですが、「ア 収入」につき

ましては、利用料金収入の実績額が計画額を大きく上回っております。これは、諸室の稼

働率や体育館の利用者数が目標を上回ったためであると思われます。 

 「イ 支出」につきましては、人件費におきまして、指定管理者が変更となったことも

あり、年度当初に研修などで時間外勤務が発生したことから、当初の計画と比べて実績が

上回っております。 

 また、事務費・管理費におきましては、ＬＥＤ照明の導入やこまめな冷暖房調節などに

より、光熱水費が計画と比べて減少しております。 

 さらに、委託費におきまして、見積り合わせなどにより経費の削減に努めた結果、計画

と比べて減少したことなどから、全体の支出としましては、計画額と比べて２００万円以

上の削減となっております。 

 なお、事務費・管理費と委託費におきまして、計画額と提案額に大きな差がありますが、

これは、本来、委託費で計上すべきものを提案時に誤って事務費・管理費で計上していた

ためであります。 

 次に、資料３ページ「（２）自主事業収支状況」につきましては、収入額が４５万円、支

出額が４９万２千円となっております。 

 以上のことから、「（３）収支状況」といたしましては、総収入額５，４２６万３千円に

対しまして、総支出額５，０８８万１千円となり、３，３８万２千円の黒字となっており

ます。 

 なお、これによる利益の還元はありません。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」です。 

 「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」ですが、下の点線の中

に記載された基準に沿って評価しておりますが、施設稼働率は目標３７．６％に対しまし

て、達成率が１１４．９％であるため「Ｂ」、体育館の利用者数は目標３３，６００人に対

しまして、達成率が１１１．０％であるため、「Ｂ」と評価しております。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」ですが、市から支払っている指定管理料

は選定時の提案額と同額でありますので、「Ｃ」と評価しております。 

 次に、資料４ページ「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。 

 先ほどと同様に、特記事項には、モニタリングにおいてプラス評価「◎」や、確認結果

「◎」となっている点、つまり、市が評価している点などを中心に記載しております。 

 まず、評価項目「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管理」につきましては、「Ｃ」

と評価しております。体育館の照明をＬＥＤ化し、光熱費の削減を図るとともに、環境へ

の配慮を実施した点について、市としては評価しております。また、職員が常に休暇を取

る余裕のあるシフトとし、リスク管理を図るとともに、職員のライフワークバランスの向

上に寄与しております。 

 次に評価項目「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」については、「Ｃ」

と評価しております。指定管理者からの提案どおり、マナー教育や緊急時対応教育、バリ

アフリー教育など、多彩な研修を職員の採用時などに定期的に実施しております。 

 次に「（２）施設の維持管理業務」ですが、「Ｃ」と評価しています。日常清掃に力を入

れており、清掃作業責任者及び所長が日々検査するとともに、本社職員が週に１度確認を
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行っていて、適切な管理を行っています。また、防犯カメラを設置し、犯罪の未然防止に

寄与しているほか、ロビーのフローリングの張り替え、流し台の詰まりを解消するなど、

修繕を積極的に実施し、利用者の利便性の向上に寄与しています。 

 次に、評価項目「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」については、

「Ｃ」と評価しております。地域新聞、オニオン新聞、千葉テレビ、Ｊ：ＣＯＭなど、地

元マスコミを活用した広報を行うとともに、フェイスブックなどＳＮＳを活用した広報を

実施しております。 

 次に「（２）利用者サービスの充実」については、「Ｃ」と評価しております。体育館の

教官室という部屋にエアコンを設置し、利用者から好評を得ているほか、指定管理者の提

案によりロビーにてごみの分別、リサイクル方法の掲示をしているほか、ごみの出し方の

ガイドブックの日本語版、英語版、中国語版なども掲示しており、リサイクルに関する啓

発を積極的に行っております。 

 次に「（３）施設における事業の実施」については、「Ｃ」と評価しています。コミュニ

ティまつり、おはなし会等の受託事業を適切に実施したほか、新たな自主事業を積極的に

企画し、事業計画にない事業を多数実施いたしました。具体的には、計画では１４事業で

したが、最終的には２２事業実施しております。特に麻雀教室は好評であり、参加者がサ

ークルを結成して、既に活動を開始している点につきましては、高く評価しております。

また、ＮＰＯと連携した障害者福祉事業や福島復興事業など、公共性・公益性のある事業

も実施しております。 

 最後に、評価項目「４ その他」につきましては、「Ｃ」と評価しております。平成２７

年度までなかった障害者雇用を提案どおり実施しております。 

 また、指定管理者も自己評価をしておりますが、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の

維持管理業務」については、日常清掃に力を入れていることや防犯カメラを設置したこと、

修繕を積極的に実施したことなどから、自己評価を「Ｂ」としております。また、「３ 施

設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」においては、体育館教官室にエアコン

を設置するなど、利用者サービスに力を入れたことから、「Ｂ」と自己評価しております。

その他の項目は、「Ｃ」と自己評価しています。 

 続いて、資料５ページ「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」です。指定管理者におい

て、８月と１月の年２回アンケート調査を行っておりまして、その結果を記載しておりま

す。なお、括弧書きは２回目の数値を記載しております。 

 全体を通して、概ね良い評価をいただいておりますが、「満足度に関する質問」の「講座

等」の項目において、１回目の回答では、「未記入」の回答が５１％だったのに対し、２回

目は１０％と大きく減少して、その分、「大変満足・満足」や「普通」との回答が増えてお

ります。これは、指定管理者が自主事業を積極的に企画した点が評価されているものと思

われます。 

 また、利用者からのご意見にも適切に対応しております。 

 資料６ページ「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」には、体育館

の利用者からいただいたご意見を記載しておりますが、市と指定管理者で協議しまして、

適切に対応いたしました。 

 最後に、資料６ページ「７ 総括」です。 
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 まず、（１）として「指定管理者による自己評価」が記載されておりますが、諸室・体育

館の利用者数、諸室の稼働率、利用料金収入がすべて年間目標を上回っていること、体育

館教官室のエアコンの設置など、利用者支援を積極的に行ったことなどから、「Ｃ」と評価

しております。 

 また、（２）に「市による評価」を記載しております。市の総括評価としては、「Ｂ」と

評価しております。 

 これは、資料３ページ目の真ん中から下にあります「５ 管理運営状況の評価」の（１）

から（３）において、市の評価が１０項目ありますが、そのうち２項目で評価を「Ｂ」と

していることから、全体１０項目のうち、２０％が「Ｂ」評価となっていて、また、「Ｄ」

と「Ｅ」の評価がないことから、参考資料５「評価の目安」に基づきまして、総括評価を

「Ｂ」としております。 

 また、その所見といたしまして、６ページの右側の欄に記載がございますが、平成２８

年度より指定管理者が変更となりましたが、大きな問題はなく、市が指定管理者に求める

水準どおりの管理運営が行われていました。 

次に、前指定管理者が改善しなかった箇所の修繕に積極的に着手するなど、施設の保守

管理を適切に行っています。 

 次に、地元マスコミを活用した広報や照明器具のＬＥＤ化、公共性のある自主事業など、

指定管理者の特色性を生かした事業を行った点は高く評価しております。 

 次に、指定管理者は市内で四つのコミュニティセンターの指定管理を行っていますが、

福島復興イベントや写真展など４館合同イベントを実施するなど、連携した管理・運営を

行っています。引き続き、スケールメリットを生かした事業を期待したいと考えておりま

す。 

 最後に、諸室の稼働率、体育館の利用者数は指定管理者が設定した目標数値を上回って

いるものの、前年度実績を下回っておりますので、向上を期待したいと思っております。 

 これらを総合的に判断した結果、「Ｂ」と評価いたしました。 

 幕張コミュニティセンターの説明につきましては、以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいま事務局から一通り説明をいただき、幕張コミュニティセンタ

ーの年度評価につきまして、評価案が示されましたが、まず始めに、この市当局の作成し

た評価の妥当性について、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。ご質問も含

めて、何かございましたらお願いします。 

○鶴見委員  まず、体育館の利用者数については、畑と同じように最終年度数値目標を

既に上回っているということで十分評価できるだろうと思います。 

 諸室の稼働率につきましても、先ほどの畑に比べますと、高いほうかなと思っておりま

して、十分な達成率ではないかと考えておりますので、市による評価も妥当性はあるので

はないかと思っております。 

 以上です。 

○小野寺部会長  宮葉委員、いかがでしょうか。 

○宮葉委員  私は幕張コミュニティセンターに訪問することがありますが、非常に利用

率が高いと感じます。特にあの地域には高校、大学など、学校施設が多いので、ロビーで

は、学生が勉強なさっている様子がいつも見受けられます。非常に使い勝手のいい施設な
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のではないかと思っています。 

 それから、念のためですが、資料５－４の「幕張コミュニティセンター緊急連絡体制図」

において、消防署の名前が間違っています。花見川「区」消防署ではなくて、「花見川消防

署幕張出張所」です。これについては修正をお願いします。 

 以上です。 

○小野寺部会長  事務局に確認したいのですけれども、評価シートの４ページ、「（３）

管理運営の履行状況」は定性的なことを指定管理者が自己評価して、それに対して市の評

価となっていますけれど、ここで自己評価と市の評価が違うところが２か所あります。「施

設の維持管理業務」は自己評価「Ｂ」に対して市の評価が「Ｃ」。それから、「利用者サー

ビスの充実」は、自己評価「Ｂ」に対して市の評価が「Ｃ」となっています。 

 先ほど一通り説明はいただいたのですけれども、どこの部分を指定管理者のほうが自己

評価で「Ｂ」とし、どこの部分で、市としては、「Ｂ」ではなくて「Ｃ」だと評価したのか

をもう一回詳しく教えていただけますでしょうか。 

○事務局職員  事務局からご説明いたします。 

 まず、指定管理者が自己評価で「Ｂ」としています、「２ 施設管理能力」の「（２）施

設の維持管理業務」ですけれども、指定管理者としては、日常清掃に力を入れている点、

ロビーのフローリング等の張り替え、流し台の詰まりの改修などの修繕を実施している点

について、自己評価を高く評価しています。同様に、「３ 施設の効用の発揮」の「（２）

利用者サービスの充実」につきましても、体育館教官室にエアコンを設置するなど、利用

者支援に力を入れた点について、高く評価しています。 

 それらの点につきましては、市としても、資料５－２のモニタリングレポートにおいて

も高く評価をしていますが、モニタリングの項目数が多いことから、参考資料５の「評価

の目安」に当てはめて、②の平均点を算出した結果、「Ｃ」評価となったものであります。 

○小野寺部会長  この資料５－２の全体の項目数と「◎」との割合の結果ということで

すね。 

○事務局職員  そうですね。ある１項目を高く評価しても、項目数が多い関係で薄まっ

てしまって、平均点が０に近づきやすく、結果的に「Ｃ」評価となりやすい評価方法とな

っています。評価方法については、もっとメリハリのある評価となるよう、事務局におい

ても担当部局と協議したいと思います。 

○小野寺部会長  各項目的では「◎」という評価であっても、この「評価の目安」とい

う基準があるから「Ｃ」に寄りがちだということですね。 

○事務局職員  そうです。 

○小野寺部会長  理解しました。 

 この評価に対しての私の意見ですけれども、まず、数字の部分、３ページの管理運営状

況の（１）の評価は「Ｂ」、（２）の評価は「Ｃ」、これは定量的なものなのでこれで妥当だ

と思います。 

 ４ページの「運営管理の履行状況」についての各項目について、今、再度ご説明いただ

き、理解しましたので、市の評価、全部「Ｃ」が妥当だと思います。 

 ６ページの「総括」のところ、こちらは逆に指定管理者の自己評価が「Ｃ」に対して、

市による評価が「Ｂ」ということになっていますけれども、こちらも先ほどの参考資料の
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ところに沿って評価すると、こういうことになるということは理解しましたので、私も市

の評価が「Ｂ」で妥当だと思いました。 

 それでは、委員の皆様から様々な意見をいただきましたけれども、いただいた意見を総

合しますと、市の評価、「Ｂ」が妥当であるということで、それでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは次に、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ですが、先ほどの畑コミュニティセンターと同じ指定管理者です

ので、省略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、指定管理者年度評価シート等を基に、委員の皆様からご

意見を伺いたいと思います。何かございますでしょうか。 

○鶴見委員  まず、管理運営による成果なのですが、これにつきましては、よくやられ

ていると思いますので、更に利用者の確保に努めてもらいたいと思います。 

 あとは、収支状況なのですけれども、収支状況そのものは前年度より良くなっているよ

うなのですが、前年度は１６０万円の還元があったのですけれども、今年は利益還元があ

りませんので、これについて検討していただきたいと思います。 

 以上です。 

○宮葉委員  幕張コミュニティセンターは駐車場が狭いといつも話題になっていますが、

隣にある舟溜跡公園の敷地を一部譲り受けるなどして、少しでも皆さんが安全に利用でき

るように検討してほしいと思います。 

○小野寺部会長  私から一つ申し上げますと、こちらの幕張コミュニティセンターも先

ほど施設のご案内をしていただいて見学しましたけれども、宮葉委員がおっしゃられたよ

うに、ロビーにすごい人がいて、活気がありました。それは評価項目には入っていないと

思いますが、人が集まる仕組みをつくったことで、稼働率などが上がる要因となると思い

ますので、引き続き、みんなが楽しく集まれるような雰囲気をつくっていただきたいと思

います。 

 また、１回目のモニタリングで、ごみの分別の仕方の展示について実施されていません

でしたが、２回目のモニタリングでは改善されていました。 

 それを見ていたので、実際に見てきました。確かに外国人向けの外国語のチラシとか、

分別の仕方のチラシも配布していて、すぐに無くなってしまうなど、よくやっていると思

うのですけれど、実際に展示しているものは、一見して分別がわかるようなもの、新聞紙、

段ボール、空き缶などしか展示されていませんでした。一方、畑はわかりにくいものを展

示していたので、ごみの分別の展示の例については改善の余地があると思います。 

 それでは、委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、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、改善を要する点等の主な意見としましては、利用者の

確保を継続して努力されたい、駐車場が狭いため、安全な利用方法を検討してほしい、ご

み分別方法がわかりにくいものを展示するなど、工夫をしてほしいなどがございました。 

 これらを踏まえて、本部会の意見とすることでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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○小野寺部会長  それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市花見川区幕張コミュニ

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

の意見を取り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了承いただけますでしょうか。 

（異議なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 以上で、平成２８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の審議

は終了します。 

 最後に、議題３の「その他」について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局職員  それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。 

 本日、委員の皆様からいただいたご意見等につきましては、小野寺部会長から選定委員

会の小野寺会長にご報告をいただき、その後、小野寺会長から市長宛てに委員会の意見と

して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、市は委員会のご意見を「指

定管理者年度評価シート」に記載し、９月上旬までに市のホームページに掲載し、公表す

るとともに、指定管理者へ通知をいたします。 

 同様に、部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、同じく市のホームペ

ージにて公表することとなります。公表の時期等が決まり次第、委員の皆様にはご報告を

させていただきます。 

 なお、本日、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。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  ただいまの事務局からの説明について、何かご質問、ご意見はござい

ますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、最後に全体を通して、委員の皆様からほかにご意見、ご質

問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  では、皆様方のご協力によりまして、本日の議事はすべて終了いたし

ました。ありがとうございました。 

 それでは、事務局にお返しをいたします。 

○事務局職員  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２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１回花見川

区役所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日は、お忙しい中どうもありがとうございました。 


