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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回緑区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月６日（木） １３：００～１５：００ 

 

２ 場所：緑区役所 ５階 会議室 

 

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）、田辺 圭子委員、 

矢野 正康委員 

（２）事務局 

山崎緑区長、鈴木地域づくり支援室長、久保主査、木村主任主事 

 

４ 議題： 

（１）部会長及び副部会長の選出について  

（２）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 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター  

イ 千葉市緑区土気あすみが丘プラザ  

（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 千葉市緑区鎌取コミュニティセンター 

 平成２８年度に千葉市緑区鎌取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 千葉市緑区土気あすみが丘プラザ 

  平成２８年度に千葉市緑区土気あすみが丘プラザ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。 

 定刻となりましたので、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
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委員会第１回緑区役所部会を開会いたします。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます、地域振興課主査の久保です。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、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。 

 まず、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、千葉大学法政経学部准教授の齋藤裕美委員でございますが、本日は、所用により

欠席する旨のご連絡をいただいております。 

 次に、有吉中学校・有吉小学校評議委員の田辺圭子委員でございます。 

 最後に、あすみが丘第３自治会会長の矢野正康委員でございます。 

 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。 

 まず、山崎区長でございます。 

 続いて、地域振興課職員です。 

 鈴木地域づくり支援室長でございます。 

 木村主任主事でございます。 

 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、緑区長の山崎からご挨拶申し上げます。 

○山崎緑区長  改めまして、緑区長の山崎でございます。よろしくお願いします。 

本日は、大変お忙しい中、また、大変暑い中、緑区役所部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、委員の皆様方におかれましては、日ごろから市及び区政全般にわたりまして、多

大なるご支援・ご協力をいただいておりますこと、改めて、この場をお借りしまして、御

礼申し上げます。 

 本日は、緑区役所が所管しております、鎌取コミュニティセンターと土気あすみが丘プ

ラザの両施設の２８年度の指定管理の年度評価をお願いしております。委員の皆様方にお

かれましては、どうぞ忌憚のないご意見を遠慮なく言っていただいて、私ども区役所につ

きましては、いただきました意見を基に、利用者の方により親しまれる施設となるよう努

力してまいりたいと思っております。 

本日は、現地の視察もありまして、長時間になりますけれども、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○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。 

 まず、机上にございます「次第」、「席次表」、「諮問書」でございます。次に、ファ

イルをお開きいただきまして、資料１が、「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第１

回緑区役所部会進行表」です。資料２が、「緑区役所部会委員名簿」。資料３が、「緑区

役所部会で審議する公の施設一覧」です。資料４－１から４－５が千葉市緑区鎌取コミュ

ニティセンターの平成２８年度評価に関する資料で、資料４－１が「指定管理者年度評価
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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は千葉市緑区土気あすみが丘プラザで、枝番号は先ほどと同様となって

おります。 

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」でございます。参考資料５が、「評価の目安（年度評価シート）」でございま

す。参考資料６－１が、「鎌取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」でございます。参考資料６－２が、土気あすみが丘プラザに関する同様

の資料でございます。 

以上を、お配りしております。 

皆様、おそろいでしょうか。不足等ございましたら、お知らせください。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  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、４名の委員にご出席いただいており、半数以上のご出席があ

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、会議は成立しております。 

それでは、これより、議事に入らせていただきます。 

なお、部会長が決定するまでの間、山崎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  それでは、山崎区長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長（山崎緑区長）  それでは、ご承認いただきましたので、仮議長としまして、

会議の進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします 

それでは、まず議題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

の承諾等、部会を代表していただくことになります。 

また、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理して

いただくことになります。 

それでは、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項に基づきまして、互選により選出したいと思

います。 

どなたか、立候補、また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して、財務等について知識及

び経験を有する小野寺委員を部会長に推薦したいと思います。 
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○仮議長（山崎緑区長）  ありがとうございました。 

 ただいま鶴見委員から、小野寺委員を部会長に推薦ということで発言がございましたが、

ほかにございますでしょうか。 

（なし） 

○仮議長（山崎緑区長）  ありがとうございます。 

 それでは、ほかにご意見がないようですので、小野寺委員を部会長に決定したいと思い

ます。 

 ご異議なければ、拍手でお願いいたします。 

(拍手) 

○仮議長（山崎緑区長）  それでは、小野寺委員に部会長をお願いします。部会長席へ

お願いいたします。 

 ここで、選出されました小野寺部会長より、一言ご挨拶をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○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。微力ではありますけれど

も、この指定管理者選定評価委員会の制度の趣旨にのっとって、よりよい運営に資する意

見をしっかりと取りまとめられるよう会の運営に努めてまいりたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○仮議長（山崎緑区長）  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、これ以降の進行につきましては、小野寺部会

長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○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おりますが、どなたか立候補、又は、推薦さ

れる方はいらっしゃいますか。 

 ご意見がないようですので、私の方から弁護士であられます鶴見委員を副部会長にご推

薦したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

（拍手） 

○小野寺部会長  それでは、異議がないようですので、鶴見委員に副部会長をお願いし

たいと思います。 

 鶴見委員、副部会長席へお願いします。 

 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  副部会長に推薦されました鶴見でございます。一生懸命部会長を補佐して

いきたいと思いますので、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。 

 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いたします。 

○事務局職員  それでは、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
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の管理に係る年度評価の概要について、ご説明いたします。 

 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

適切に行うため、実施するものでございます。 

続きまして、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、「指定管理者年度評価シート」を作成いたします。 

 ここで、お手元の資料４－１、「指定管理者年度評価シート」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

管理者名や構成団体などの「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」。そして、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」。そして最後に、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当たりまして、ポイントとなります市の

評価について、詳しくご説明いたします。 

 まず、「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の「評価の目安」をあわせてご覧ください。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。 

評価方法についてですが、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、点数としては、「＋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項目当たりの平均値を算出いたします。

この平均値をもって、「Ａ」から「Ｅ」までの５段階評価を行います。 

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」の市の評価については、年度評価シートの「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段階評価を行います。 

 こちらも具体例を挙げますと、評価項目の５０％以上が「Ａ」又は「Ｂ」、かつ、評価
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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、市で作成をした「指定管理者年度評価シート」と、指定管理者から提出さ

れました「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、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いたします。 

 概要といたしましては、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ます。 

まず、千葉市緑区鎌取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。 

○鈴木地域づくり支援室長  それでは、鎌取コミュニティセンターについてご説明させ

ていただきます。 

 資料４－１、１ページです。 

「１ 公の施設の基本情報」、その中のビジョンというところに記入してあるとおり、

当該施設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を目的としております。 

成果目標として、「①諸室の施設稼働率」、「②スポーツ施設（体育館）の施設利用

者数」を掲げ、管理運営を行っております。 

 次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてです。指定管理者は、㈱京葉美装で、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」についてでございます。 

まず、「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」についてですが、諸室の施設稼

働率、こちらにつきましては、平成２８年度の目標値４４．４％に対しまして、２８年度

実績が５１．７％。これは達成率でいうと１１６．４％になります。施設利用者数、こち

らは体育館ですけれども、平成２８年度数値目標２万２，２００人に対しまして、平成２

８年度実績２万８，０６６人、達成率は１２６．４％でございます。 

次に、「（２）その他利用状況を示す指標」としてコミュニティまつり参加人数を掲

げておりまして、コミュニティまつりが２月１８日、１９日の２日間行われ、来場者が７
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千人。これは前年度の４千人を上回る盛況ぶりでして、来場者の方々からも好評をいただ

きました。 

続きまして、２ページをご覧ください。「４ 収支状況」についてでございます。 

「（１）必須業務収支状況」についてですが、収入合計が７，８１１万８千円で、支

出決算額の合計が６，９５３万円で、収支の決算額は８５８万８千円のプラスとなってお

ります。 

 収入・支出項目の中で、決算と予算の差額が１００万円以上発生した項目につきまして

ご説明いたします。 

まず、収入の項目につきまして、利用料金収入につきましては、２３２万円のプラス

が発生しておりまして、主な要因としては、諸室の稼働率、音楽室や多目的ホールの稼働

率が高かったこと、また、平成２８年度から導入した体育館の専用使用の割合が増えたこ

とによるものでございます。 

 続きまして、支出項目について、ご説明いたします。人件費ですが、２１９万５千円の

プラスが発生しておりまして、主な要因は、非常勤の総括所長を１人配置したことによる

給与費の増額分についてですが、これにつきましては、当初の見積りの際に予算計上漏れ

をしていたことによるものでございます。 

 続きまして、事務費は４８３万６千円のマイナスが発生しております。主な要因ですが、

体育館や事務室内の照明器具ＬＥＤ化の推進及び施設自身の節電努力による電気代の支出

減によるものでございます。 

続きまして、管理費についてです。３３９万２千円のマイナスが発生しておりまして、

主な要因は、施設の老朽化に伴い、施設管理費及び設備管理費を多めに予算計上したもの

の、想定を上回る支出減であったことによるものでございます。修繕等が少なかったとい

うことです。 

次に３ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」についてでございます。 

 収入合計が９１万１千円、支出決算額合計が１１７万８千円になっております。収支の

決算額は、２６万７千円のマイナスとなっております。 

 最終的に、必須業務と自主事業を合わせた総収入が７，９０２万９千円で、総支出が７，

０７０万８千円、収支は８３２万１千円のプラスとなっております。 

 したがいまして、総収入額は７，９０２万９千円の１０％を超える剰余金、８３２万１

千円が生じたため、当該施設と締結しました基本協定書及び年度協定書の規定により、収

支がマイナスとなった自主事業を除く指定管理業務の収支により利益の還元額を算出した

ところ、３８万８千円となりましたので、これについては同額を納入通知書により市に現

金納付することになっております。 

次に、「５ 管理運営状況の評価」についてでございます。 

まず、「（１）管理運営による成果・実績（成果指標の目標達成状況）」でございま

す。諸室の施設稼働率については、実績が５１．７％、市設定の目標（指定期間最終年

度）４９．６％に対して、達成率は１０４．２％になっておりますため、「Ｃ」評価（成

果指標が市設定の数値目標の８５％以上１０５％未満）にしております。 

続きまして、スポーツ施設（体育館）の利用者数についてでございます。 

これは、実績が２万８，０６６人で、市設定の目標（指定期間最終年度）２万３，５
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００人に対する達成率が１１９．４％のため、市の評価は「Ｂ」評価（成果指標が市設定

の数値目標の１０５％以上１２０％未満）になりました。 

 続きまして、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてでございます。市の指

定管理料支出の削減において、選定時の提案額から９万４千円のマイナスで５％未満の削

減であるため、市の評価としましては「Ｃ」評価（選定時の提案額と同額又は５％未満の

削減）となりました。 

次に４ページをご覧ください。 

「（３）管理運営の履行状況」についてですが、平成２８年度中に２回実施したモニ

タリング調査の評価項目について、基準にそって評価した結果がご覧のとおりでございま

す。特記事項として記載しております事項は、モニタリング評価の確認結果が「◎」、基

準を上回る管理運営が行われているもの及び「×」がついたところ、基準どおりに管理運

営が行われていない項目が中心となっております。 

モニタリング調査の結果については、資料４－２をご覧ください。平成２８年度指定

管理者モニタリングレポート第１回、第２回でございます。 

第１回目を平成２９年１月１０日に行っております。第１回目の対象期間は、平成２

８年４月１日から２９年１月１０日までのモニタリング。第２回目のモニタリングは、平

成２９年３月３１日に実施しております。こちらの対象期間は、平成２９年１月１１日か

ら２９年３月３１日が対象期間になっております。 

続きまして、項目の説明をいたします。１ページの「Ⅰ 管理運営状況の確認」項目、

７ページのⅡが「基準に満たない項目」、続きまして８ページ、Ⅲが「基準に満たなかっ

た項目の改善」、同じく８ページのⅣが「優れた管理運営を行っている項目」、続きまし

て、９ページのＶが「その他特筆すべき事項」をそれぞれ記載しております。 

 続きまして、「（４）市民局指定管理者選考委員会（緑区役所部会）意見を踏まえた対

応」についてですが、鎌取コミュニティセンターにつきましては、平成２８年度から指定

管理者が変更され、平成２７年度評価の対象外であったため、該当なしになります。平成

２７年度までは㈱千葉マリンスタジアムでしたが、平成２８年４月から㈱京葉美装に変更

したということでございます。 

 次に５ページをご覧ください。 

「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」についてご説明いたします。調査は、年２回。

８月、各施設の独自項目による実施と１月、市内全コミュニティセンター統一項目による

利用者ニーズ・満足度等の把握を全利用者を対象に実施しました。調査の結果といたしま

しては、全体的におおむね良い評価をいただいております。 

８月の調査項目１０の「イベント等の企画」について、８月の調査では、「やや不

満」が１．９％、「不満」という項目が７．２％であったものが、１月の調査項目８の

「講座等企画」において、「不満足」１．１％、「非常に不満足」０．１％と改善された

様子がうかがえる結果となりました。 

次に６ページをご覧ください。「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情

と対応」についてですが、「敷地内の植栽の管理や除草を適切に実施してほしい。」との

ご意見に対して、施設周辺の美観維持のため、速やかに業者に委託して雑木の撤去・除草

を行った事例でございます。 
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続きまして、「図書館側駐輪場の不適正利用者に対して指導してほしい。」とのご意

見に対して、駐輪場への適正利用を呼びかける注意表示の設置や施設閉館時における駐輪

場の巡回を実施し、長時間駐輪の自転車に警告書をはるなどの速やかな対応を行いました。

また、施設閉館時間帯における不正駐輪対策として、駐輪場にポール及びチェーンを設置

し、ハード面での整備にも取り組んだ事例がございました。 

 最後に「７ 総括」についてご説明いたします。「（１）指定管理者による自己評価」

についてですが、年間を通した諸室の稼働率、利用者数、体育館の利用人数及び利用料金

収入のいずれの項目においても、選定時に設定した年度目標を上回る達成率でありました。 

また、体育館・事務室内の照明器具ＬＥＤ化の計画前倒しを実行しましたので、管理

経費の縮減を図ることなどができたことにより、総括評価として「Ｂ」評価、市が指定管

理に求める水準等を上回る優れた管理運営を行っていたとなっております。 

 続きまして、「（２）市による評価」でございます。こちらは、「１ 管理運営による

成果・実績」について、施設稼働率（諸室）及び施設利用者数（体育館）の達成率につい

ては、指定管理期間の初年度でありながら、いずれも市が設定している最終年度の数値目

標を上回る実績であったことは評価できると考えております。 

 「２ 管理運営の履行状況」でございますが、体育館等の照明器具のＬＥＤ化推進や施

設内環境（アメニティー）の維持・改善に積極的に取り組み、施設の利用促進に努めたこ

とは評価できると考えております。 

 改善事項として、次年度以降は、提案書に記載されている一部未実施であった施設職員

への研修の実施、施設独自の広報紙の発行等に取り組むことを期待するとしております。 

「３ 特記事項」として、指定管理者が市内で管理運営している４館のコミュニティ

センターの合同企画により、「ＬＯＶＥ！福島」と題した福島県の復興支援イベントを開

催し、近隣住民、施設利用者への施設ＰＲや稼働率の向上に寄与したことなどを踏まえて、

評価基準に従い、総合的に判断した結果、「Ｃ」評価（おおむね市が指定管理者に求める

水準等に則した、良好な管理運営が行われていた）としております。 

 以上が、鎌取コミュニティセンターに関する平成２８年度の指定管理者年度評価シート

の説明でございます。 

○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、鎌取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いたします。 

○鶴見委員  まず、第一に見てしまうところの利用状況ですけれども、これにつきまし

ては、いずれも諸室の施設稼働率やスポーツ施設の施設利用者数が、目標をそこそこ上回

っていると評価ができますので、これについては、評価をしていいのではないかというふ

うに私は思っております。 

 以上です。 

○矢野委員  それに関してですが、ここで掲げる数値目標というのは、どういう根拠で、

どういうふうに掲げてあるものでしょうか。 

 というのは、初年度で最終年度の数値目標を上回るものが達成できたというのは、すば

らしいなとは思うのですけれども、そうすると、その数値目標というのは、一体どういう
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根拠で、どういうふうに設定されているのか伺います。 

○鈴木地域づくり支援室長  事務局から回答させていただきます。 

 資料４－１の１ページ、私のほうで説明を省いてしまったのですが、「１ 公の施設の

基本情報」の下に「※」印でありまして、成果指標、数値目標は選定時に設定したもので

す。数値目標は選定時に設定した数値であり、市設定の数値は括弧書きで表記している。

市が設定しているのは、最終年度の数値目標のみであるということですが、平成３２年度

までの５年間の管理運営委託でございますので、３２年度の数値目標を同時に設定してお

りまして、３２年度の数値目標というのは、この「公の施設の基本情報」の中の数値目標

欄の括弧書きですね、４９．６％以上。これは諸室の利用率で、体育館の利用者数につい

ては、同じく下に括弧書きで２万３，５００人以上。これが最終年度、３２年度というこ

とで、市で設定したものでございます。 

○矢野委員  設定の根拠。他のコミュニティセンターの利用状況とか、それに関しては

いかがでしょうか。 

○鈴木地域づくり支援室長  平成３２年度、最終年度の設定目標ですけれども、他のコ

ミュニティセンター等の利用状況等を考えて、５年間で稼働率、また、利用者数が順次伸

びていくという推定の基設定した数値でございます。 

○田辺委員  目標というからには、目標を設定する際の基準があるということだと思う

のですけれども、それが過去の実績かどうかということですか。過去の実績に対してアッ

プするという、そういうことでしょうか。 

○鈴木地域づくり支援室長  ５年間ですので、毎年、徐々に目標、過大な目標、無理な

目標というのは当然与えられませんので。ですが、平成２８年４月１日から３２年度、５

年間で徐々に伸ばしていった数値が、諸室稼働率で４９．６％、体育館の利用者数で２万

３，５００人以上という目標数値を設定しています。 

 ただ、この目標数値をどのように計算したのかということになりますと、当該施設の過

去の実績をベースにして、徐々に稼働率が上昇していく、期待値に近いものでございます。 

○小野寺部会長  平成２７年と２６年の実績はどうだったのですか、人数とか。 

２７年は、現在の指定管理者が管理する直前だから、それは参考にならないかもしれ

ないですけれども。 

○鈴木地域づくり支援室長  おっしゃるとおりです。指定管理者は、平成２７年、２６

年は㈱千葉マリンスタジアムでした。 

○田辺委員  鎌取コミュニティセンターに対してのパーセントではなく、市全体のコミ

ュニティセンターとか文化施設に対する数字ですか。 

○鈴木地域づくり支援室長  それぞれの施設ごとに設定している数値です。 

○田辺委員  それでは、相当細かく分析されているということですね。 

○鈴木地域づくり支援室長  各施設ごとに利用実績等を加味しております。 

○田辺委員  急な増加が見込めないし、施設ごとに様々な事情があるので、できる範囲

でどのぐらい努力されたかということをこの資料から読み取るということですか。 

○鈴木地域づくり支援室長  はい。 

○矢野委員  私が指摘したのは、頑張って努力されたのだなというのはよく分かるけれ

ども、初年度で最終年度の、５年先の目標を達成してしまうという数値目標というのは、
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一体どういうものなのかなと思ったのでお聞きしました。 

○鈴木地域づくり支援室長  矢野委員のおっしゃるとおりでございます。初年度にもか

かわらず、最終年度の目標を達成してしまった。施設のほうが頑張ったということも多々

あるのですけれども、市の目標が低かったという意見も、もしかしたら考えられるかとも

思うのですが。 

 過大な目標は掲げられないということで、確かに数値設定については、当時考えていた

のですけれども、そういうご意見があることは承ります。 

○小野寺部会長  私から同じ話で恐縮ですけれども、今の話で、数値目標を達成したと

いうことで、容易に達成できてしまうような目標の設定であったのか、あるいは、そうで

はなく、前年の実績がこうだったから、この目標はおおむね妥当で、その前年の実績に対

して、これだけ結果が出たんだとしたら、どういった努力をしてこの結果が出されたのか。

このどちらだったのかということを知りたいのですけれども。 

 平成２７年と２６年の実績を教えてください。 

○鈴木地域づくり支援室長  ただいま２７年度、２６年度の諸室の利用率及び体育館の

利用人数について、数値を確認いたします。 

○田辺委員  今年達成できたとしても、来年はできないということはありますね。 

○鈴木地域づくり支援室長  当然そうです。 

○田辺委員  最近この街を見ていて、リタイア組の方がすごく増えているのですが、そ

ういう方々がよりどころとするところは、こういう集まりやすい場所とか、そういうこと

もあるのかなとは思います。だから、そういった視点でやはり判断しなくてはならないの

かなと。 

○鈴木地域づくり支援室長  今、田辺委員がお答えいただいたように、評価については

確かに数字だけですので、利用者について、リタイアされた方の利用が増えているのかど

うかまでの細かい分析はできておりません。 

○田辺委員  そういうことが表れているかもしれないのと、立地条件を考えると、我々

が使おうと思っても、やっぱりここはベストな場所ですよ。ほかのコミュニティセンター

を使おうと思っても、千葉市全体で考えても。 

 音楽室の利用が多くなったと、さっきおっしゃっていましたね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。 

○田辺委員  ということは、料金収入・稼働率ともにすごくアップしたというか、あそ

この取り合いのような感じでしょうか。 

○鈴木地域づくり支援室長  取り合いというまではいかないと思います。 

時期、日時等によって、やはり稼働率に差が出るような状況ではございます。 

○矢野委員  諸室とか体育館とかを使用することに関しては、自分たちが何かやりたい

サークルだとか、スポーツだとか、いろんな目的があるものと、それから、こちらのコミ

ュニティセンターが企画するいろいろな講座とかがありますよね。 

○鈴木地域づくり支援室長  はい。 

○矢野委員  そこに参加してもらうものと、２種類、大きく分けるとあるのかなと思う

のですけれども。このコミュニティセンターが企画した講座で、何か特に目新しかったも

のとか、何か人気を呼ぶものがあったとか、そういうのはあったのですか。 
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○鈴木地域づくり支援室長  今、矢野委員からいただきましたけれども、資料４－４、

鎌取コミュニティセンターの「事業報告書」の１５ページ、１６ページに自主事業の実績

を記載してございます。 

 １５ページのところ、１番は利用者コピー機ということで関係ないですけれども、２番

が心理学講座、これが８３人とか、そういった各自主事業、鎌取コミュニティセンターの

自主事業による参加人数について記載しております。今ご覧いただいて、先ほどお話しし

ました「ＬＯＶＥ！福島」ですけれども、１６ページのナンバー３５、「ＬＯＶＥ！福

島」福島県復興応援なのですが、これについては、参加人数４００人という形で、非常に

多く集まっていただいたと。中には一桁の数字、極端にいきますと、自主事業でゼロとい

うこともございましたので、例えば３１番の更年期障害講座は、これは広報もしたのです

けれども、参加人数ゼロというような講座も中にはございました。 

 ここで、先程ご質問をいただきました平成２６・２７年度の施設利用実績の確認がとれ

ましたので、ご報告いたします。 

鎌取コミュニティセンターの２６年度の諸室稼働率についてですが、パーセンテージ

で４７．６％でございます。スポーツ施設・体育館の利用者数でございますが、２万２，

８１０人でございました。 

 続きまして、２７年度の諸室の稼働率ですが、５２．３％でございます。体育館・スポ

ーツ施設の利用者数につきましては、こちらは前年から減ってしまったのですが１万８，

５７１人でございました。 

 以上でございます。 

○小野寺部会長  そうしますと、２６年、２７年はそんなに多くはなかったのですね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。 

○小野寺部会長  多くなかったという意味で、目標がさほど小さかったとは思えないの

で、この２８年度の実績２万８，０６６人というのは、やはりすごく努力をして増やした

のかなというふうに思います。 

○矢野委員  そうですよね。諸室はそんなに変わらないかもしれないけれども、スポー

ツ施設は２７年度から比べて１万人増えていますね。 

○鈴木地域づくり支援室長  はい。 

○矢野委員  そうすると、そこにきっと何かあったのか分からない。すごく利用しやす

くなったのか、あるいは、地域の中でそういうニーズが急に増えた要因があったのか、何

かがきっと。１万人ってすごく増えたから。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。委員おっしゃるように、前年が１万８千人

少々でしたので、２７年度比約１万人プラスになっています。 

○小野寺部会長  体育館の専用使用を導入しましたよね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。体育館の専用使用、あすみが丘プラザでは以

前から体育館で卓球とかバドミントンとかの専用使用を導入しておりましたけれども、当

該施設は、２８年度から導入されました。それが幅広い利用者が増えた要因の一つではな

いかと思っております。 

○小野寺部会長  そうしますと、２８年度からの新しい基準で評価していますが、６ペ

ージの「総括」の評価の部分、７の「（１）指定管理者による自己評価」が「Ｂ」に対し
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て、「（２）市による評価」は「Ｃ」となってはいますが、これ以外の個別のところとい

うのは、何％上回ったらという定量的な基準だったと思いますけれども、ここの「総括」

の部分については、定量面で計れない定性的なところも含めて評価してあげるべきなのか

なと思います。 

 その上で、先ほどの議論でもありましたように、数字の達成、これ、前年度の実績から

するとかなり大幅なもので、それに対しては恐らく、この事業者が努力をした結果という

のも少なくないのではないかと思いますので。ここの市による評価を１段階上げてもいい

のかなという気が私はするのですが。 

 ほかの委員の皆様、この辺はいかがでしょうか。 

○田辺委員  今回、会議直前に資料の差し替えがありましたよね。 

○鈴木地域づくり支援室長  はい。 

○田辺委員  実績云々ということから少し離れるのかもしれませんけれども、資料を差

し替えなければならないような事務管理をしていたということですか。市に出すべき書類

を間違っていたということですか。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうです。今、田辺委員からございました資料の差し替え

につきましては、鎌取コミュニティセンターの４月分をご覧いただきたいと思うのですが、

２８年４月分の電気料について、報告が抜けていたということでございます。 

 そこは、我々もあってはならないことと考えておりまして、金額についても１００万円

レベルということで、原因としましては、領収書について、㈱京葉美装の本社と鎌取コミ

ュニティセンターにおいて一部共通認識できていない部分があったということでございま

した。 

○田辺委員  この指定管理者はベテランですよね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。おっしゃるとおりです。 

○矢野委員  あともう１か所、誰かの給与。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。非常勤の総括所長の給与費。 

○田辺委員  予算計上に漏れましたとか。 

○鈴木地域づくり支援室長  当初の見積もり段階で説明したとおり、人件費への予算計

上が漏れていたということは、ご指摘のとおりでございます。 

○田辺委員  それはびっくりしました。 

○矢野委員  違う内容でもいいですか。 

 これは数値に表れないと思いますけれども、自主講座の内容はどうかと見させていただ

いたら、協力団体であるＮＰＯ法人ハーモニーからの協力講習、２回で講演を行う予定と

かというような、ＮＰＯ法人ハーモニーとの関連というのがすごく強い講座が多いなとい

うふうに、目につくなというふうに思いました。私がざっと数えても９講座ぐらいあった

のですけれども。 

 特定のところとすごく結びついたこういう講座の運営というのは、ちょっとどうなのか

なというふうに思ったので。稼働率が上がっていてという上ではすごくいいのかもしれな

いけれど、内容的にどうなのかなと、見させていただいて思いました。 

 どこかに項目を設けて、ＮＰＯ法人ハーモニーとの連携についてということで、１ペー

ジにずっと書いてある部分もあったので、その辺はきちんとされているのかなと思ったの
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ですけれども。余りに多いのかなという気がしました。 

○鈴木地域づくり支援室長  今のことについて補足いたします。 

 ＮＰＯ法人ハーモニーについては、様々な障害者支援をしているＮＰＯということでご

ざいまして、以前から㈱京葉美装が指定管理を受けております、穴川コミュニティセンタ

ー等でもいろいろな障害者食べ物フェアであるとか、いろいろ障害者関連の事業を実施し

ている団体です。 

 また、ＮＰＯ法人ハーモニーについては、障害者雇用について、いろいろと活動してい

るということでございます。 

 矢野委員が言われたような、障害者団体のＮＰＯ、市内に幾つもございますので、特定

のＮＰＯと強く結びつく、㈱京葉美装の考えでやっているとは思うのですけれども、特定

のＮＰＯとの協力関係だけではなく、様々な団体とも連携を持つように、私どもでも指定

管理者である㈱京葉美装には、意見・指導をしていきたいと思っております。 

○矢野委員  そういうことですね。それはそれで良いと思います。余り偏るとどうかな

と思いまして。よろしくお願いします。 

○小野寺部会長  ほかに何かご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  それでは、他にご意見がないようですので、この市の評価に対しては、

妥当であるという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。 

 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。 

 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  それではご意見ないようですので、㈱京葉美装については、直ちに倒

産・撤退のリスクについてはないというふうに考えるということでよろしいでしょうか。 

（異議なし）。 

○小野寺部会長  これを本部会の意見とすることにいたします。 

 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、公開といたします。 

 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。 
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 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

かご意見はございますでしょうか。 

○鶴見委員  先ほど述べましたように、施設稼働率及び利用者数については、一定の評

価はし得るというふうに考えておりますが、これが１年で終わってしまっては困るのです。

あと４年あるわけですから、今後４年間について、この目標達成率を維持できるような方

策をとっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○小野寺部会長  ほかにございますでしょうか。 

○矢野委員  最終年度の数値目標というのは、１回決まったらもう変わらないんですよ

ね、５年間。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。 

○矢野委員  今年達成したから、次、新たな目標というわけではないのですね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうではないです。 

○矢野委員  そうしたら、マイナスな意見が多かったかもしれないですけれども、目標

達成に向けていろんな努力をされていること、あるいは、講座なんかもいろんな、昨年度

はちょっと私よく分からないのですけれども、いろんな内容が、おもしろそうな内容がた

くさん組まれていて、そういう意味ではきっと工夫されているんだなと思って、そういう

意味ではすばらしいなというふうに思いました。 

 職員研修とかで何か、きちんと実施できていないものがあるというようなことなので、

何かそういう面での、どこかに書いてありましたけれども、そういうものをきちんとなさ

れたほうがいいなと思うのですけれども。稼働率を達成するための努力というのは随所に

見られて、そういう意味ではすばらしいなというふうに思いました。 

○小野寺部会長  田辺委員はいかがでしょうか。 

○田辺委員  私はある意味、評価の中には企業の体質というものも含まれるかと思い、

先ほど資料の差し替えがありましたよねということを申し上げたのですけれども。やはり、

こういう厳正なる会議をする上でも、例えば、収支状況のようなところに書かれています

よね、自己分析されていますけれども、それがどうしても言い訳のようにしか見えないの

で。そういう面では、やはり施設を管理していただく方としては、もう少し身を正してい

ただきたいなと思います。 

 やはりそういうことは、利用者にも影響が出ると思いますので、稼働率に響かないとも

限らないですね。 

 達成率はすばらしいと思います。 

○鈴木地域づくり支援室長  その辺は引き続き指導してまいります。 

○田辺委員  そうですね。次年度は同じようなことがないようにしていただきたいです

ね。 

○鈴木地域づくり支援室長  分かりました。毎月、報告に来ておりますので、その際に

指導を徹底するようにいたします。 

 ありがとうございました。 

○小野寺部会長  委員の皆様から、様々なご意見をいただきましたけれども、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いた
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しましては、一つ、施設稼働率及び利用者数が年度目標を達成したことは評価できる。引

き続きサービスの向上に努められたい。二つ、各種講座の企画など稼働率向上に向けて努

力していることは評価できるものの、職員研修など一部実施できなかった項目については、

次年度以降実施されたい。三つ、書類の管理などを中心に事務処理を適切に行われたい、

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、千葉市緑区鎌取コミュニティ

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、千葉市緑区土気あすみが丘プラザ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。 

○鈴木地域づくり支援室長  それでは、資料５－１をご覧ください。 

 こちら、「平成２８年度指定管理者年度評価シート」、千葉市緑区土気あすみが丘プラ

ザの分でございます。 

 先ほどの鎌取コミュニティセンターと若干、異なる部分があるのですが、１番、「公の

施設の基本情報」の中で、ビジョンのところです。こちらが、あすみが丘プラザはコミュ

ニティセンターと公民館の機能をあわせ持つということをうたっておりますので、このビ

ジョンのところが「地域住民のための学習・文化等に関する各種事業を行うとともに、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、市民全体の住みよいまちづく

りを推進すること」というところが、若干、鎌取コミュニティセンターと違う、施設の目

的・目指すべき方向性となっております。 

 続きまして、成果目標としまして、挙げていますのが、「①諸室の施設稼働率」、「②

スポーツ施設の施設利用者数」。これは先ほどの鎌取コミュニティセンターと同じく、諸

室はパーセンテージ。施設利用者数は、体育館ですけれども、これは人数で指標を表記し

ております。 

 その下の数値目標でございますが、数値目標として４５．０％以上、指定期間最終年度

の４４．６％以上。②のところ、数値目標としては２万４，７５９人以上、指定期間最終

年度は２万４，５００人以上という形になっております。 

 次に、２番目の「指定管理者の基本情報」について説明いたします。こちら、指定管理

者は、ＡＮＡスカイビルサービス株式会社。指定期間は、平成２８年４月１日から平成３

３年３月３１日までの５年間でございます。 

 続きまして、３番、「管理運営の成果・実績」でございます。成果指標に係る数値目標

の達成状況につきまして、諸室の施設稼働率は、平成２８年度目標値４２．１％に対しま

して、実績値４３．５％、達成率は１０３．３％。スポーツ施設（体育館）が、施設利用

者数なのですけれども、平成２８年度目標値２万４，０７２人に対して、実績値２万７，
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５３５人で、達成率は、こちらのほうは１１４．４％でございます。 

 次にその下、一番下の「（２）その他利用状況を示す指標」。こちら、コミュニティま

つり参加人数について挙げております。これは１１月２６日、２７日にコミュニティまつ

りを行いまして、コミュニティまつりというのはプラザまつりです。すみません。表記が

間違っていました。正式には、あすみが丘プラザまつりでございます。失礼しました。 

 これにつきましては、１１月２６日、２７日行われまして、来場者約６，５００人です

が、前年、２７年度は約７，５００人でしたので減っております。これについては、まつ

り当日が悪天候、雨が降ってしまったということと、近隣小学校の創立記念式典が行われ

たことで、かなり人数が減ったのではないかと、施設側のほうでは分析しております。 

 次に、２ページをご覧ください。「収支状況」についてでございます。 

 「（１）必須業務収支状況」についてですが、収入合計が６，１８２万３千円で、支出

決算額合計が６，１１２万２千円になっております。収支の決算額は７０万１千円のプラ

スになっております。 

 収入・支出項目の中で、決算・予算の差額１００万円以上発生した項目につきましてご

説明いたします。 

 まず、収入の項目については、該当する項目はございません。 

 支出の項目についてですが、これについても該当する項目がございませんが、当初の提

案額と予算の差額が１００万円以上発生した項目として、管理費がございます。これは 

１１８万円のプラスが発生しておりまして、主な要因としては、前年度の修繕実績を考慮

して増額予算計上したものの、想定を上回る支出減であったことによるものでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。３ページの一番上、「（２）自主事業収支状況」につ

いてです。 

 収入合計が１８万７千円で、支出決算額合計が２８万９千円でございます。収支の決算

額は１０万２千円のマイナスになっております。最終的に、必須業務と自主事業を合わせ

た総収入は６，２０１万円で、総支出が６，１４１万１千円、収支は５９万９千円のプラ

スとなっております。 

 したがいまして、総収入額６，２０１万円の１０％を超える剰余金が生じなかったため、

利益の還元はございませんでした。 

 続きまして、５番、「管理運営状況の評価」の欄に移らせていただきます。これは３ペ

ージの下の部分でございます。 

 まず、「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、諸室の施設稼働率につい

ては、実績が４３．５％、市が設定した最終年度の目標数値４４．６％に対する達成率は

９７．５％であるため、市の評価は「Ｃ」評価にしております。 

 続きまして、スポーツ施設の利用者数については、実績が２万７５３５人、市設定の、

最終年度の目標値が２万４，５００人に対しての達成率は、112.4％であるため、こちら

スポーツ施設はＢ評価にしております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、市の指定管理料支出の削減

において、選定時の提案額と同額であったため、こちらは市の評価、「Ｃ」評価でござい

ます。 
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 その次の表ですが、「（３）管理運営の履行状況」についてですが、平成２８年度中に

２回実施したモニタリング調査の評価項目について、基準に沿って評価した結果がご覧の

とおりとなっております。 

 モニタリング評価の個別項目の結果については、資料５-２をご覧ください。「平成２

８年度指定管理者モニタリングレポート」、土気あすみが丘プラザのものでございます。 

 こちらは、第１回目、鎌取と同じく１月１０日、第２回目を３月３１日に行いました。 

 モニタリングレポートの１ページ目、「管理運営状況の確認」でございますが、これは、

７ページのⅡが「基準に満たない項目（確認結果「×」の項目）」。Ⅲが「基準に満たな

かった項目の改善」、Ⅳが「優れた管理運営を行っている項目」。一番最後、８ページの

Ｖが「その他特筆すべき事項」をそれぞれ記載しております。あすみが丘プラザにつきま

しては、こちらに書いてあるような内容で、特筆する事項を記載しております。 

 続きまして、戻っていただきまして、「（４）市民局指定管理者選考委員会（緑区役所

部会）意見を踏まえた対応」、こちら資料５－１に戻っていただきます。 

 平成２８年度に開催されました市民局指定管理者選考委員会緑区役所部会における「利

用者数及び稼働率の年度目標値については、過去の管理運営実績を評価するが故に、もう

少し実態に即した数値を設定されたい。」とのご意見をいただき、施設稼働率を、これは

年度の目標ですけれども、２７年度３９．０％だったのですが、２８年度４２．１％。施

設利用者数の目標値、２７年度が２万６００人だったのですが、２８年度は２万４，０７

２人にそれぞれ上方修正して、高い目標設定をした上で施設の管理運営に取り組んでおり

ます。 

 続きまして、５ページの６番です。「利用者ニーズ・満足度等の把握」についてでござ

います。 

 調査は、年２回で９月、これが鎌取コミュニティセンターと同じく施設独自項目。１月

に全コミュニティセンター統一による実施を行っております。調査の結果といたしまして

は、全体的におおむね良い評価をいただいております。 

 ９月の調査項目のうち、１５の「申込・予約のしやすさ」については、９月の調査では、

「分かりにくい」が８．７％ありましたけれども、１月の調査項目９の「予約方法」につ

きましては、「不満足」２．０％、「非常に不満足」０．３％であったので、改善された

様子がうかがえる結果となりました。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 一番上の「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」。こちら、主な

意見・苦情として、「駐車場が不足しているため、誘導してほしい。」という意見がござ

いました。あすみが丘プラザの駐車場は３６台でございます。ちなみに、先ほどの鎌取コ

ミュニティセンターは６６台でございます。非常に少ないということで、こういう意見・

苦情が寄せられました。 

 これに対しまして、大規模イベント、プラザ祭り等の開催時には、近隣施設、学校等に

依頼して、駐車場を確保するようにいたしました。それによって、近隣商業施設とのトラ

ブルを起こさないように努力しております。 

 また、普段、日常的には車での来館者が非常に多いため、施設利用者の入れ替わりの時

間帯に合わせて、施設スタッフが駐車場で車の誘導を行っております。それによって、混



 

 ―１９― 

雑緩和や事故防止を図るよう努力しております。 

 最後に、７の「総括」の部分でございます。 

 「（１）指定管理者による自己評価」。これにつきましては、所見が、目標値を高く設

定して、個々の課題に取り組みました。施設利用者の利用実態を自己分析し、前年度臨時

に利用者数が増加した実績を補填するため、近隣の学校や町内自治会など、地域との連携

を図ることにより、ほぼすべての項目、項目というのは、利用料金収入、利用者数、稼働

率、自主事業、プラザまつり、施設管理などにおいて、目標を達成したことなどによって、

自己評価は「Ｂ」評価となっております。 

 続きまして、その下の欄、「（２）市による評価」でございます。１番、「管理運営に

よる成果・実績」についてですが、施設稼働率（諸室）については、市が設定した最終年

度の目標値に対して９７．５％とおおむね達成しております。スポーツ施設については、

同じく最終年度の目標値に対して、先ほどご説明したとおり１１２．４％と初年度なので

すが、大幅に上回ったということは評価できます。 

 管理運営の履行状況については、当該施設にとって最大の懸案事項である駐車場不足に

ついて、日常的には施設スタッフによる誘導が行われております。また、大規模イベント

時には、近隣施設、学校等に依頼して駐車場を確保したということについては、評価でき

ます。 

 さらに、施設利用者数を増加させる取組みとして、ハード面においては、会議室に鏡の

設置、また、新規備品を購入するなど、機能強化を図っております。ソフト面におきまし

ては、地域、学校や町内自治会等との連携強化や子供からシニア世代を対象とした、各種

多様な事業を実施していることは評価できる。加えて、施設の自助努力により、年間の電

気代を約６６万円縮減したことは評価できると考えております。 

 また、特記事項としまして、市からの受託事業や自主事業とは別に各種団体との協力事

業としまして、施設内ロビーにおきまして、演奏会やコンサートの開催、各種作品の展示

などを行うことにより、施設利用の促進を図っております。 

 さらに、ＡＮＡスカイビルサービス㈱本社のＩＳＯ１４００１認証取得に伴い、土気あ

すみが丘プラザはＩＳＯの認証外ではあるものの、ＩＳＯの認証基準をクリアした本社の

取組みに準じて書類や備品の整理・保存が適切に行われていることなどを踏まえて、総合

的に判断した結果、「Ｃ」評価（おおむね市が指定管理者に求める水準等に即した良好な

管理運営が行われていた）としました。 

 土気あすみが丘プラザにつきましての「指定管理者年度評価シート」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ました。土気あすみが丘プ

ラザの年度評価につきまして、この市当局の作成した評価の妥当性について、委員の皆さ

んから意見をお聞きしたいと思います。 

 何かございますでしょうか。 

○鶴見委員  まず、管理運営の実績ですけれども、昨年の委員会において、達成目標に

ついて考慮されたいということで、今年はかなり上げられたようですけれども。その結果、

施設稼働率については、最終年度の目標には達していないけれども、今年度の目標は達し

たというところで一定の評価ができるだろうと思います。 
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 また、施設利用者数については、もう最終年度を超えているので、これについては、目

標の設定がどうこうという問題があるとは思いますけれども、これについても評価ができ

るだろうということで、「Ｃ」評価は妥当なところではないかなという気はいたします。 

 以上です。 

○小野寺部会長  私もこの「Ｃ」評価で妥当だと思います。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

○矢野委員  私はこの土気あすみが丘プラザの近隣に住んでいるので、様々な形で利用

させていただいたりすることもあるし、状況もある程度は把握しているつもりなのですけ

れども、すごくよく頑張っておられるなという気はします。 

 いろんな点ですごく工夫をされたり、あるいは、新しいことにもどんどん取り組んでお

られますし、今の状況を良くしていこうというような、そういう努力をすごく私は感じる

ことができるので、そういう点ではすばらしいなというふうに思います。 

 先ほども言われていました、コミュニティセンターとしての機能だけではなく、学習と

か文化に対する取組みで、鎌取コミュニティセンターにはなかったような、子供に対する

講座だとか、そういうものを結構たくさん。夏休みなんかになると、夏休みの子供の宿題

を支援するようなそういう講座も実施したりとかして、すごく幅広く利用者を設定しなが

ら頑張っておられるなというのはすごく感じます。 

 あと、ロビーを使ったような発表の場というのも非常におもしろいし、私たちもよく見

受けることがあるし。ロビーを活用するということは発表の場を増やしていることなので、

利用されている方の励みにもなっているのではないかなと思っています。私は身内みたい

な気持ちであれかもしれませんけれども、すごくよく頑張っておられるなということを私

は感じています。 

○田辺委員  当該施設は、建てられてから年数が経っていますか。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうです。 

○田辺委員  そうですよね。そういう修繕とかというのは、こういう数字には今後入っ

てくるのですか。修繕するとか何か。 

○小野寺部会長  それは入ってくるのでしょうね。 

○田辺委員  そうすると、予算的に厳しいことになってしまう。 

○鈴木地域づくり支援室長  修繕の部分ですね。小規模修繕は、毎年予算の範囲でやっ

ております。大規模修繕等については、定期的にあすみが丘プラザとか鎌取コミュニティ

センターとか市のコミュニティセンター各々、非常に古いものですから、順次ですね。大

規模修繕というのは市の予算取りで、計画的に行っているところでございます。 

○田辺委員  先程の説明で分からなかったところがあるのですけれども。収支状況の管

理費の右側の分析のところで１１８万円。計画マイナス提案という表記が分からないので

すけれども。 

 計画というのは、２８年度の計画のことですか。提案というのは、応募したときの。そ

れに、この差が出るということがよく意味が分からなかったのですけれども。 

○鈴木地域づくり支援室長  事務局からお答えいたします。 

 提案額というのは、確かに今おっしゃっていただいたように応募したときの提案額でご

ざいます。 
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 実際の予算額につきましては、計画ということになります。 

○田辺委員  やはり、だんだんこうなってくるということですね。 

○鈴木地域づくり支援室長  土気あすみが丘プラザについては、先程委員がおっしゃっ

たように老朽化、もう二十数年経過している施設ですので、老朽化しています。小規模修

繕については修繕費として出しますので、計上していたのですが、思ったより修理しなく

てよかったので。増額で予算計上をしたのですけれども、想定したほど修繕の支出がなか

ったということでございます。 

○田辺委員  分かりました。 

 もしかして、次年度の予算書とかというのは、これを踏まえて皆さんが書かれるという

ことですか。 

○鈴木地域づくり支援室長  指定管理者の全体の金額は、最初のときにどのぐらいか決

まっています。その中で、予算、指定管理者のほうで若干、年度年度、異なる場合がござ

います。 

○田辺委員  たまたまこういうふうに計画をしたということですね。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。多く修繕費を見込んだけれども、それほど直

すところがなかったということでございます。 

 例えば、配管の修繕とかになりますと、普通のご家庭と違いまして、当然、何十万円単

位になりますので、その部分が幸いにしてなかったものですから、管理費としては、修繕

に支出しなかったものですから、プラスになったということでございます。 

○田辺委員  大がかりになると、稼働率にも関係してくるということになりますか。 

○鈴木地域づくり支援室長  そうですね。大がかりのものになると、当然、委員おっし

ゃるように稼働率にも関係してくる場合がございます。 

○小野寺部会長  よろしいでしょうか。 

（なし） 

○小野寺部会長  ありがとうございました。 

 委員の皆様から様々な意見をいただきましたが、いただいた意見を総合しますと、市の

評価が妥当であるとして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。 

 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、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、私のほうから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  特にないようでしたら、直ちに倒産・撤退のリスクについてはないと

いうふうに考えるということで、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す。 
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 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。 

 何かご意見はございますでしょうか。 

○鶴見委員  まず、施設の稼働率ですけれども、これについては、まだ最終年度目標に

達していませんので、徐々にですが、５年間で達成できるようにしてもらいたいというこ

とと、施設利用者数については超えていますので、この数を維持できるようにしてもらい

たいということです。 

 あと、これは可能であればですが、利益の還元がありませんので、こちらにもなるべく

数字を入れられるように努力してもらいたいと思います。 

○小野寺部会長  ほかの委員の方、ございますでしょうか。 

○矢野委員  これは今日のこの施設の評価とは全く関係ないかもしれませんけれども、

地域の施設として土気あすみが丘プラザは災害時の避難所になっています。今までも避難

所運営委員会はありましたが、実際には活動していなかったので、今年度からくらし安心

室を中心にして、そこで活動していくということで、いろんな訓練も行っていくというこ

とで、今は、施設側としていろいろやっていただいています。 

 こういうところは全く見えないことだし、語るべきことでも本当はないのかもしれない

けれども、地域の施設として、そういう役割を担っている。そういう部分では、ここでは

見えないような努力していただいているんだなという、そういう一面もあるということ。

そういう面でもありがたいなと思っています。 

○小野寺部会長  他にございますか。 

（なし） 

○小野寺部会長  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、一

つ、施設稼働率、利用者数はおおむね目標をクリアしているため評価できる。今後、利益

の還元が得られるよう更なる努力をされたい。二つ、当該施設は避難所の指定を受けてお

り、数値実績としては表れない部分で努力していることは評価できるため、引き続き地域

の施設として適切な管理運営をされ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、千葉市緑区土気あすみが丘プ

ラザ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。 

 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。 



 

 ―２３― 

○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、委員の皆様よりいただいたご意見等につきましては、本部会長である小野寺部会

長から選定評価委員会の会長宛にご報告をいただき、その後、会長から市長宛に、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

記載をし、９月上旬ごろをめどに市ホームページに掲載し、公表するとともに、指定管理

者、これは各々の施設です、各指定管理者の施設へ通知いたします。 

 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、同じく市ホームペー

ジにて公表することとなっております。公表の時期等が決まり次第、委員の皆様には改め

てご報告させていただく予定でございます。 

 なお、本日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。 

 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質問、ご

意見等はございますでしょうか。 

（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回緑区役

所部会を閉会いたします。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

 


