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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回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年５月２５日（木）１３：３０～１５：４０ 

 

２ 場所：千葉市議会棟 ３階 第１説明員控室 

 

３ 出席者： 

 （１）委員 

    横山 清亮委員（部会長）、小野寺 浩一委員（副部会長）、内山 英昭委員、 

小川 直哉委員、谷藤 千香委員 

 （２）事務局 

    小名木文化振興課長、渡邊文化振興課長補佐、吉野主査、工藤主任主事、 

小畑主事 

山﨑スポーツ振興課長、内山スポーツ振興課長補佐、笠井主査、白田主事 

 

４ 議題： 

 （１）平成２８年度における指定管理者の指定結果について 

 （２）平成２８年度に指定管理者が行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価につ

いて（千葉市民ゴルフ場） 

 （３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）平成２８年度における指定管理者の指定結果について 

   千葉市市民局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会の平成２８年度における

指定管理者の指定結果について、事務局から報告した。 

 （２）平成２８年度に指定管理者が行った施設の管理に係る年度評価及び総合評価につ

いて（千葉市民ゴルフ場） 

    平成２８年度に千葉市民ゴルフ場の指定管理者が行った施設の管理に係る年度評

価及び指定管理期間全体を通じた総合評価について、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 

    今後の予定について、事務局から説明した。 

 

６ 会議経過：  

○渡邊文化振興課長補佐  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、まだちょっと委員さんおそろいではないのですけれ

ども、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回スポーツ部会を開会い

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、文化振興課の渡邊と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

本日の会議ですが、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、

一部非公開の部分もございますので、あらかじめご承知おきいただければと思います。 

傍聴人の方におかれましては、傍聴人要領に記載されている事項を遵守されるようにお

願いいたします。 

それでは、委員の方のご紹介ですが、お手元のファイルの中の資料２「千葉市市民局指

定管理者選定評価委員会スポーツ部会委員名簿」をご覧ください。 

前回の部会から変更はございませんので、こちらの名簿によりご紹介にかえさせていた

だきます。 

続きまして、事務局の職員を紹介いたします。 

スポーツ振興課長の山﨑でございます。 

 文化振興課長の小名木でございます。 

 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、文化振興課長の小名木からご挨拶を申し上げます。 

○小名木文化振興課長  改めまして文化振興課長の小名木でございます。 

本来ならば、生活文化スポーツ部長の安藤よりご挨拶を申し上げるところではございま

すが、安藤は本日、所用により不在でございますため、安藤にかわりまして、私より一言

ご挨拶申し上げます。 

本日はお忙しい中、委員の皆様方におかれましては、千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会スポーツ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、日ごろより、本市市政各般にわたりまして、多大なるご支援、ご協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、本日の部会でございますが、平成２８年度における指定管理者の指定結果につい

て、ご報告させていただきますとともに、千葉市民ゴルフ場の昨年度の管理運営に対しま

しての年度評価及び本指定期間における総合評価のご審議をお願いさせていただくもので

ございます。 

施設の管理運営をより適正に行うため、委員の皆様方には、豊富なご経験と高いご見識

からご意見をいただきますようお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

○渡邊文化振興課長補佐  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、机上に配付させていただいています資料ですけれども、「次第」、「席次表」、今年

度の選定評価委員会への「諮問書」の３件を配付させていただいております。 

続きまして、会議資料一覧に沿って確認をさせていただきます。 

お手元のファイルをお開きいただきまして、資料１「千葉市市民局指定管理者選定評価

委員会第１回スポーツ部会進行表」、資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会スポ

ーツ部会委員名簿」、資料３「平成２８年度における指定管理者の指定結果について」。資

料４－１から４－５は、「千葉市民ゴルフ場」の平成２８年度評価に関する資料となります

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

算書類等」でございます。資料５は、「千葉市民ゴルフ場」の本指定期間における「指定管

理者総合評価シート」になります。 

続きまして、参考資料となりますが、参考資料１「指定管理者年度評価シート」及び、

３枚めくっていただきまして、「評価の目安」。続きまして、参考資料２「千葉市ゴルフ場

に関する市民局指定管理者選定評価委員会の意見等」及び、２枚めくっていただきまして、

「千葉市民ゴルフ場指定管理者中間シート」。また１枚めくっていただきまして、「平成２

５年度～平成２７年指定管理者評価シート」。続きまして、参考資料３「指定管理者総合評

価シート」及び、２枚めくっていただきまして「評価の目安」。続きまして、参考資料４「千

葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例」、参考資料５「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」、参考資料６「部会の設置

について」、参考資料７「スポーツ部会で審議する公の施設一覧」、参考資料８「千葉市情

報公開条例及び施行規則抜粋」となっています。 

以上、お配りしております。おそろいでしょうか。 

○横山部会長  すみません。今おっしゃいました、机上配付とおっしゃいましたけど、

今日はないですね、机上配付は。事前配付ですね。 

○渡邊文化振興課長補佐  そうでした。申しわけありません。 

○横山部会長  確認でした。 

○渡邊文化振興課長補佐  不足等はございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

（なし） 

○渡邊文化振興課長補佐  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人のうち４人の方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。 

なお、小野寺委員さんにつきましては、所用で遅れるというご連絡をいただいておりま

すので、間もなくお着きになるかと思います。 

それでは、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、

進行を横山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。 

○横山部会長  それでは、「次第」に従いまして、議事を進行してまいります。 

 小野寺委員の部分がありますが、そこまでできるかと思いますので、いらっしゃらなけ

ればちょっと待つということになるかもしれませんけども、ご協力のほど、よろしくお願

いします。 

では始めに、議題１の「平成２８年度における指定管理者の指定結果について」に入ら

せていただきます。 

事務局より、ご説明をお願いいたします。 

○小名木文化振興課長  改めまして、本日は、ご出席いただきましてありがとうござい

ます。 

また、昨年度の選定事務におきましては、皆様大変お忙しい中、ご尽力いただきました

こと、誠にありがとうございました。 

それでは、平成２８年度における指定管理者の指定結果について、説明をさせていただ
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きます。 

恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 資料３「平成２８年度における指定管理者の指定結果について（スポーツ部会所管施設）」

という資料をご覧ください。 

昨年度、委員の皆様には、磯辺スポーツセンターの指定管理予定候補者につきまして、

非公募での選定を行っていただきました。一番上から、選定を行った施設、指定管理者名、

部会にていただきました指定管理予定候補者の選定理由及び附帯意見、申請者数、申請者

の名称を順に記載しております。 

資料３の次のページには、「指定管理予定候補者の選定について（報告）」を、また、そ

の裏面には、「指定管理予定候補者の選定について（答申）」を添付しておりますが、こち

らは、指定管理予定候補者の選定理由及び附帯意見について、当部会での審議の結果を取

りまとめ、部会報告として、市民局指定管理者選定評価委員会の会長へ提出したものであ

り、会長はその報告を受け、当部会の報告どおりに市長へ答申しております。 

この答申を受け、市としましては、この施設について答申どおり指定管理予定候補者を

決定し、選定結果の通知、仮協定締結を経て、４月からの事業の円滑な移行に向け、協議

等を開始いたしました。 

その後、昨年１１月２５日に開会いたしました、平成２８年第４回定例会において、当

該指定管理に関する議案を提出し、常任委員会での審議などを経まして、１２月１４日に

原案どおり可決されたところでございます。 

この議決に基づきまして、指定管理者を指定するとともに基本協定を締結し、平成２９

年４月１日より業務を開始しております。 

平成２８年度における指定管理者の指定結果に関する説明につきましては、以上でござ

います。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からの説明について、何かご質問等はございますでしょうか。よろし

いですかね。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、議題２の「平成２８年度に指定管理者の行った施設の管理に

係る年度評価及び総合評価について」のうち、年度評価に入ります。 

 まず初めに、事務局より年度評価の概要についてご説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは引き続きまして、座って説明させていただきます。 

 それでは、指定管理者年度評価シートについてご説明をさせていただきます。 

資料につきましては、参考資料１「平成○○年度指定管理者年度評価シート」をご覧く

ださい。平成２８年度の管理運営の評価からは、千葉市において指定管理者の全体を統括

する総務局の業務改革推進課が、平成２７年３月に新たに策定いたしました、千葉市指定

管理者制度運用ガイドラインが適用となりましたことから、新しい書式による年度評価を

実施することとなっております。 

評価シートの主な変更点といたしましては、まず「１ 公の施設の基本情報」につきま

しては、記載内容の拡充を行っております。これは、平成２７年度の指定管理者の再選定

時より、それぞれの公の施設のビジョン・ミッションを明確化したことに伴いまして、ビ
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ジョン・ミッションに応じて、例えば、施設利用者数などの成果指標と数値目標を設定す

ることとなったことによるものでございます。 

次に、「２ 指定管理者の基本情報」につきましては、指定管理者名等の、既にご存じ

の内容についての記載が中心となることから、説明を割愛させていただきます。 

次に、「３ 管理運営の成果・実績」についてでございますが、こちらは先ほどご説明

いたしました成果指標等について、実績、達成率を記入するようにしたものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

続きまして、「４ 収支状況」でございますが、まず、「（１）必須業務収支状況」につ

きましては、各費目について実績と計画、計画と提案の差異を示しますとともに、その主

な要因の記載を追加したものでございます。さらに本社費、共通費、いわゆる間接経費に

ついて、本社費、共通費の配賦基準、算定根拠の欄を新たに追加しております。 

「（２）自主事業収支状況」欄につきましては、自主事業でありますので、実績をベー

スとした記載内容となっておりますが、（１）とほぼ同様な構成となっております。 

次に、「（３）収支状況」の欄では、利益の還元について還元額、利益還元の内容を新た

に記載することとなりました。利益の還元とは、指定管理業務を行うに当たり、利用にお

ける収入が多く利益が出た場合、これを市との協定に基づき、一定の割合で市に還元する

ものでございます。 

続きまして、「５ 管理運営状況の評価」の項目になります。この項目では、成果指標

の目標達成状況を示すものとしまして、「（１）成果指標の目標達成状況」や、管理経費の

縮減について定量的に評価する、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」の項目が新たに

設定されたほか、「（３）管理運営の履行状況」においては、指定管理者の自己評価欄を加

え、評価項目ごとに市の評価と比較できるようにしたものでございます。さらに、指定管

理者選定評価委員会の意見を踏まえて、どのような対応を図ったのかについて、「（４）○

○局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」の項目を、新たに設けたところでご

ざいます。 

これらの項目の評価に当たりましては、評価基準を明確化するとともに、評価内容を３

段階評価から５段階評価に変更することによりまして、より細かな評価を実施することと

したところでございます。 

続きまして、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」ですが、こちらにつきましては、

従前の評価シートと記載内容としてはおおむね同様となっておりますので、説明を割愛さ

せていただきます。 

続きまして、「７ 総括」の項目ですが、「（１）指定管理者による自己評価」欄につい

て、総括評価欄が加わり、５段階での評価を行うこととしております。 

最後に、年度評価シートの評価の目安についてご説明をいたします。資料につきまして

は、参考資料１の６ページの次のページ、「評価の目安（年度評価シート）」をご覧くださ

い。これまで一定の評価基準というのはありましたが、もう少し全市的に評価の基準をあ

る程度統一するため、作成されたものでございます。この目安を基に評価する項目として

は、先ほどの説明の中で申し上げました、「５ 管理運営状況の評価」のうち、「（３）管理

運営の履行状況」と、「７ 総括」（１）から（２）における評価欄となります。 

まず、「５ 管理運営状況の評価」、「（３）管理運営の履行状況」についての評価の目安
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になりますが、評価に当たっては、平成２８年度中に施設所管部署で実施しましたモニタ

リングレポートの確認結果に基づき、項目ごとに点数化することになります。 

ここで、資料４－２「千葉市民ゴルフ場平成２８年度指定管理者モニタリングレポート」

をご覧ください。このシートの中の各項目において、「◎」や「○」などがつけられており

ますが、この内容が、今申し上げました点数化に当たっての基となるということでござい

ます。 

なお、こちらのモニタリングシートにつきましても、様式が見直されております。見直

された内容について概要を申し上げますと、市が求める基準に対して、指定管理者が選定

のときに提出した提案書の内容の水準が高い場合に、プラス評価ができるような項目がつ

け加えられました。また、市が求める基準に満たない項目、基準に満たない項目の改善、

あるいは、すぐれた管理運営を行っている項目について、記入ができるような様式に変わ

ったものでございます。 

恐れ入りますが、参考資料１の６ページの次のページ、改めて「評価の目安」にお戻り

願います。上段の表になりますが、例えば、モニタリングシートで、「○」であれば０点、

「◎」であればプラス２点など、まずは点数化されるようになります。この点数を基に、

下段の表になりますが、例えば、項目が０点であれば、評価としては、「Ｃ」になるという

ことでございます。 

なお、実際の評価に当たっては、評価項目に対して、モニタリングシートの１項目当た

りの平均値を算出した上で、その平均値をもって下段の表に当てはめることになります。 

次のページの「７ 総括」ですが、「５ 管理運営状況の評価」のうち、「（１）管理運

営による成果・実績」から、「（３）管理運営の履行状況」までの市の評価内容をもって、

表の目安に当てはめまして、「Ａ」から「Ｅ」までの評価を決定するということになります。 

したがいまして、これらの評価方法により、今回からの評価では、項目ごとにプラス評

価や評価の高い項目があれば、加点するような方式に改められたこととなります。また、

項目ごとの「Ａ」から「Ｅ」までの５段階評価が、割とシステマティックに決まる仕組み

になったものとご理解いただければと存じます。 

ただ、あくまでも目安でございますので、実際の評価に際しましては、点数による評価

に加えまして、その他を含め、総合的に判断して決定することとなります。 

最後に、これらの見直しにつきましては、冒頭で申し上げましたガイドラインの策定と

ともに、今回の資料にはおつけしておりませんが、「指定管理者モニタリング・評価マニュ

アル」の全面的な見直しが実施されたことによるものでございます。この中で、今回の評

価に伴う大きな変更点といたしまして、従前は、市の評価に対して委員の皆様からのご意

見をいただく形であったものが、今回から市の評価について、皆様方からの意見を踏まえ

て、修正することができるようになったことがございますのでお伝えいたします。このた

め、この後のご審議において、市の評価の妥当性等についても、ご意見をいただければと

考えております。 

年度評価の概要については、以上になります。 

なお、この後、所管部署よりご説明いたします千葉市民ゴルフ場の年度評価シートでは、

先ほどご説明いたしました、千葉市指定管理者制度運用ガイドラインの策定以前に指定管

理者が選定されておりますことから、ビジョン・ミッションや数値目標など、当初の選定
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において盛り込まれていない項目につきましては、斜線で表記しておりますことを、ご承

知おき願います。 

また、委員の皆様におかれましては、年度評価シートに基づき、管理運営の状況が適切

であるかを踏まえまして、施設管理運営のサービス水準向上などについてご審議いただき

まして、忌憚のないご意見をお聞かせいただければと存じます。 

説明は以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何かご質問いただけますでしょうか。よろし

いでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、続きまして、千葉市民ゴルフ場の年度評価について、施設所管課

よりご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  改めまして、スポーツ振興課の山﨑と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、座って説明をさせていただきます。失礼いたします。 

資料４－１「千葉市市民ゴルフ場平成２８年度指定管理者評価シート」をご覧ください。

「１ 公の施設の基本情報」はご覧のとおりとなっております。表中の斜線が引かれてい

る箇所についてですが、ビジョン・ミッション、成果指標、数値目標につきましては、当

施設においては設定しておりません。 

次に、「２ 指定管理者の基本情報」についてご説明いたします。指定管理者は千葉市

民ゴルフ振興共同企業体です。構成団体のうち、代表企業が内山緑地建設株式会社関東支

店、構成企業が株式会社京葉カントリークラブです。指定期間は平成２０年１０月２３日

から平成３０年３月３１日までです。選定方法につきましては公募方式で、独立採算制に

より運営しております。 

次に、「３ 管理運営の実績」についてご説明いたします。まず、「（１）成果指標にか

かわる数値目標の達成状況」ですが、当施設においては、成果指標は設定しておりません。

続いて、「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、平成２８年度の利用者数は３万１，

８７２人となっております。 

２ページをご覧ください。「４ 収支状況」についてご説明いたします。まず、各費目

についてご説明をさせていただく前に、表中の各項目ごとに、実績、計画、提案という３

段階に記載されてございます。そのうちの提案という項目について補足、ご説明させてい

ただきます。 

この提案の数字とは、平成１９年度の指定管理者選定時に、指定管理者が提案した収支

計画における金額ですが、実績と大きくかけ離れております。これについては、提案が実

態に即していなかったため、次期の指定管理者選定時におきましては、収入、支出、見積

りの妥当性を精査する必要があると考えております。 

それでは、各費目についてご説明いたします。まず、「（１）必須業務収支状況」につい

てです。「ア 収入」について。当施設は独立採算制のため指定管理料はございません。利

用料金収入の実績は１億２，７２０万６千円。計画額は１億２，４０９万３千円。提案額

は２億５，１６０万６千円。前年度実績は１億２，０１３万８千円です。その他収入はご
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ざいません。収入合計額は、利用料金収入と同額となっております。 

次に、「イ 支出」について。人件費の実績は６，５５５万５千円。計画額は６，０１

５万９千円。提案額は９，４２０万９千円。前年度実績は５，８６６万６千円です。計画

比で実績が増加した理由は、サービスの質・量の向上を図り、フロント、コース、管理の

各部門の人員を１名増員し、支払い給与が増加したためです。 

事務費の実績は３，０６５万５千円。計画額は２，９０４万２千円。提案額は５，５６

１万３千円。前年度実績は３，１７２万円です。 

管理費の実績は１，９５２万８千円。計画額は２，５１０万３千円。提案額は２，１５

４万円。前年度実績は２，０４０万６千円です。計画比で実績が減少した理由としまして

は、各種点検や予防的修繕を確実に実施した結果、大規模修繕等の回数が抑制され、修繕

費、維持補修費が減ったためでございます。 

委託費、事業費、その他事業費、本社費、共通費はございません。 

支出合計額の実績は１億１，５７３万８千円。計画額は１億１，４３０万４千円。提案

額は１億７，１３６万２千円。前年度実績は１億１，０７９万２千円です。 

続きまして、３ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」についてご説明いた

します。 

まず、「ア 収入」について。自主事業収入の実績は１，６５４万３千円。前年度実績

は１，４７９万４千円です。その他収入はございませんので、合計額は自主事業収入の額

と同額になります。 

次に、「イ 支出」について。人件費の実績は６８１万４千円。前年度実績は５７９万

千円です。事務費の実績は１５３万９千円。前年度実績は１１５万５千円です。 

次に、「（３）収支状況」についてご説明いたします。必須業務の収入合計は１億２，７

２０万６千円。前年度実績は１億２，０１３万８千円です。必須業務の支出合計は１億１，

５７３万８千円。前年度実績は１億１，０７９万２千円です。必須業務の収支は１，１４

６万８千円。前年度実績は９３４万６千円です。 

次に、自主事業の収入合計は１，６５４万３千円。前年度実績は１，４７９万４千円で

す。自主事業の支出合計は８３５万３千円。前年度実績は６９４万６千円です。自主事業

の収支は８１９万円。前年度実績は７８４万８千円です。総収入は１億４，３７４万９千

円。前年度実績は１億３，４９３万２千円です。総支出は１億２，４０９万千円。前年度

実績は１億１，７７３万８千円です。収支は１，９６５万８千円。前年度実績は１，７１

９万４千円です。利益の還元額は８９２万６千円。前年度実績は９６０万５千円です。 

次に、「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。まず、「（１）管理運営

による成果・実績」について、利用者数が前年比で１０８．５％となっており、市による

評価は、「Ｂ」といたしました。 

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の寄与」について

ご説明いたします。評価項目は、市の指定管理料支出の削減ですが、当施設は独立採算制

であり評価対象外になっております。 

次に、「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。管理運営の基準、事業

計画書等に定める水準を上回るなど、すぐれた管理運営が行われていると認められたため、

ほとんどの項目について、市の評価を「Ｂ」といたしました。 
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各項目について、「Ｂ」と評価した理由についてご説明いたします。「１ 市民平等利用

の確保・施設の適正管理」については、打球事故防止対策を強化したことを評価しており

ます。「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」については、接客対応研修を

頻度・質の両面で向上させたことを評価いたしました。「(２)施設の維持管理業務」につい

ては、館内を清潔に保つため、清掃頻度を増加させたことを評価いたしました。 

「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、指定管理者

の利用促進策により、利用者数が前年比１０８．５％となったことを評価いたしました。

「（２）利用者サービスの充実」については、接客面の見直しを行い、サービスを改善した

ことに加え、各種アンケート結果を積極的に反映したことを評価いたしました。「（３）施

設における事業の実施」については、新規自主事業を複数実施したことや、既存自主事業

の参加者数が前年を上回ったことを評価いたしました。 

「（４）市民局指定管理者選定評価委員会意見を踏まえた対応」についてご説明いたし

ます。広報活動等により、さらなる利用者の拡充に努められたいという意見に対しまして

は、ゴルフ場検索予約システムである楽天ＧＯＬＡに情報を記載したほか、市内各区役所

へのパンフレットの設置、定期的なポスター掲載依頼などを行い、利用者の拡充に務めま

した。自主事業のさらなる創意工夫により利用率の向上に努められたいという意見に対し

ましては、新規自主事業を複数実施したほか、既存自主事業の内容を改善し、利用率の向

上に努めました。 

次に、「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。 

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。実施内容は平

成２８年１０月２８日から１６日の５日間で２２２人。平成２８年１１月１０日から１４

日の５日間で２２３人。計２回で４４５人から回答をいただきました。質問項目は、各回

とも回答者の属性、回答者の傾向、管理運営の満足度、総合的な満足度についてです。 

１回目のアンケートからご説明いたします。「ア 回答者の属性」について。男女別で

は「男性」１８６人、「女性」２９人です。年代別では、「４０代」、「６０代」が２３％、

続いて「５０代」が２１．２％です。職業別では「会社員」が４６．８％、次いで「定年

退職者」が２４．８％です。居住地別では、「千葉市在住」が５８．６％、「市外在住」が

３９．２％です。 

続きまして、「イ 回答者の傾向」について。利用回数では、「１０回以上」が４３．６％、

次いで「４回から９回」が２４．８％。予約方法では、「インターネット予約」が４４．７％、

次いで「電話予約」が３７．７％。認知媒体では、「友人、知人の紹介」が１２０人、次い

で「市政だより」が４３人です。 

続きまして、「ウ 管理運営の状況」について。整備状況、フロントスタッフ、スター

トマーシャルスタッフ、サービスについて、「満足」、「やや満足」の合計が全て８５％を超

えています。「エ 総合的な満足度」においても、「満足」と「やや満足」の合計が９９％

と、高い評価となっております。 

次に、６ページをご覧ください。２回目のアンケートの結果についてご説明いたします。

「ア 回答者の属性」について、男女別では「男性」１６８人、「女性」３４人です。年代

別では「６０代」が２４．８％、次いで「４０代」が２０．６％です。職業別では「会社

員」が４８％、次いで「定年退職者」が１５．７％です。居住地別においては「千葉市在
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住」が４８．０％、「市外在住」が４７．１％です。 

続きまして、「イ 回答者の傾向」についてです。利用回数では「１０回以上」が４５．

７％、次いで「４回から９回」が２４．２％です。予約方法では「インターネット予約」

が４８．８％、次いで「電話予約」が３８．２％です。認知媒体では「友人、知人の紹介」

が１２８人で、次いで「市政だより」が４５人です。「ウ 管理運営の状況」について、整

備状況、フロントスタッフ、スタートマーシャルスタッフ、サービスについて、「満足」、

「やや満足」の合計がおおむね８５％を超えています。「エ 総合的な満足度」においても、

「満足」と「やや満足」の合計が９７．６％と、高い評価となっております。 

次に、「（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、ご説明いた

します。「夏季に熱中症対策を実施してほしい」という意見につきましては、ショット練習

所付近及びコース内、計５カ所に日よけテントを設置したほか、希望時にはスタート時に

食塩錠を無料で配付いたしました。 

次に、「アプローチ技術の向上を目的とする教室を実施してほしい」という意見につき

ましては、新規自主事業としまして、アプローチ技術の向上を主目的とするグリーン周り

や集中講座を実施いたしました。 

「６０歳代と７０歳代では体力の差があるため、７０歳以上の参加対象としたコンペを

開催してほしい」という意見につきましては、６０歳以上を参加対象とする従来のシニア

コンペに加えて、７０歳以上を参加対象とするグランドシニアコンペを開催いたしました。 

７ページをご覧ください。次に、「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」については、評価は、「Ｂ」となっております。指定管理者は、利

用者数が増加したことや、質の高いコース管理水準を維持したことを自己評価としました。 

「（２）市による評価」について、評価を「Ｂ」といたしました。指定管理者による努

力により、利用者数が過去最多となったこと。利用者満足度調査の結果において、総合的

な満足度を、「満足」または「やや満足」とした回答者の割合が、２回とも９５％を上回っ

ていることを評価いたしました。 

説明につきましては以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ちょっと、すみません。次第のものは質問の機会がなかったようなんですけれども、後

でまとめて意見を申し上げる際に、あわせて質問をさせていただくということでよろしい

でしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  ただいま、所管課からご説明がありましたが、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、一部の資料に一般には公

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

開とさせていただきます。 

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、恐れ入りますが一度退出をお願いします。 
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（傍聴人 退室） 

○横山部会長  それでは、公認会計士でいらっしゃる小野寺委員より、指定管理者の財

務状況等に関して、計算書類等を基にご意見をいただきたいと思います。よろしくお願い

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。） 

○横山部会長  本企業体の財務状況についての意見としましては、あくまで計算書類等

の資料に基づいた判断であることを前提といたしますが、管理費の削減や負債の返済など

により経費の削減に努めており、また本来の営業利益も増加するなどによって、経営は順

調に推移しているということから、直ちに倒産・撤退等のリスクはないと判断されます。

ということになるかと思いますが、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） 

○横山部会長  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、改善を要する点などに関する意見交換については公開といたします。 

では、傍聴人の方を、中にご案内いたします。 

（傍聴人 入室） 

○横山部会長  よろしいでしょうか。それでは次に、市の評価の妥当性、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、または改善を要する点などにつ

いて、指定管理者年度評価シートを基に、委員の皆様からご意見を伺いたいと思います。 

先ほど資料４－１のご説明をいただきましたが、あわせて質問の機会とさせていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

小野寺委員。 

○小野寺委員  資料４－１の２ページ、収支状況のこの説明のところで、計画マイナス

提案のこの増減理由の主な要因として、提案が実態に即していなかったということですけ

ど、これの理解としては、提案っていうのはずっと前に提案したもので、直近の計画を立

てるに当たっては、全くそれと前提が違ったので、これだけ差が出てしまったっていう、

そういう理解でよろしいですか 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。そのとおりでございます。 

○横山部会長  提案は、平成２０年、前の話ですね。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうです。 

○横山部会長  これ第１回の指定管理に際しての、余りちょっと見込みが立たないよう

な状況でつくったということでよろしいですね。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね 

○小野寺委員  すみません。あともう１点、もう少しあってですね。同じ資料４-１の、

今度は４ページのところ。「(３)管理運営の履行状況」、おおむね自己評価が全部「Ｂ」に

対して、市の評価はおおむね「Ｂ」ということ。これは結果を出していることと、定性的

な面でも、市も同様にプラスの評価をしたということで理解をしました。 

一方で、この一番下の「４ その他」のところ。こちら、指定管理者のほうは自己評価
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「Ｂ」としている一方で、市の評価は「Ｃ」とした。これもうちょっと詳しく、どうやっ

て本人、事業者のほうは「Ｂ」だよといったのに、どこの部分を市としては、「Ｃ」という

ふうにしたんでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  ここにも書いてあるんですけれども、おおむね、我々の管理

運営基準の事業計画書に定めた水準どおりの管理だったということで、「Ｃ」というような

評価をさせていただきました。 

○横山部会長  ごめんなさい。企業体の自己評価が、どうして「Ｂ」なのかというとこ

ろを説明いただけると。 

○スポーツ振興課  市内雇用への配慮という項目も、細かい項目のところですけれども、

指定管理者としては、なるべく市内優先ということで、全て、市内業者に委託はしている

ところで、自己評価として、「Ｂ」とつけてはいるんですけれども、それは、市としては当

然です。募集要項に盛り込んでいる内容でして、当然、遵守されるべき内容であるという

考えで、「Ｃ」という評価をしています。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。市内雇用への配慮についての見解が異なるという

説明ですね。よろしいですか。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

ちょっと、私のほうから２点、質問なんですけれども。資料４－１のほうの「６ 利用

者ニーズ・満足度等の把握」で、５ページと６ページですけれども。いずれもアンケート

で、「ウ 管理運営の状況」ですね。整理状況のバンカーのやや不満というのと、サービス

の④のロッカー、シャワー等設備のやや不満というのが、２回ともちょっと不満のパーセ

ンテージが大きいのかなという気がしますが。 

もし可能であれば、何が不満であるのかということを教えていただきたいんですけど。

お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  まず、ロッカー、シャワーのやや不満についてですが、これ

推測するに、いわゆるゴルフ、一般のゴルフ場を想定された場合に、市民ゴルフ場の場合

は９ホールという形で、一般ゴルフ場の縮小された形のゴルフ場でございます。よって、

そのロッカールームだとかシャワー、サービス施設におきましても決められた中でつくっ

ておりますので、その辺が一般のゴルフ場と比べて、やや落ちるのかなというような評価

をいただいているのかなというような形で受けとめております。 

あと、バンカーにつきましては、やはり同じような形で、一般のゴルフ場では、バンカ

ーはかなり整備されておりますので。当ゴルフ場につきましては、埋立地ということもあ

りまして、いろいろ砂の入替え等々行っているんですが、なかなかそのニーズに応じた形

には、満足にはいっていないのかなという感じなんですが。あくまでもこれは利用者の所

感というかですね、見解でございまして。あくまでも我々は、一般ゴルフ場に比べてとい

うような形なのかなという考えでおります。 

○横山部会長  市側としては、あんまり、では、ここについては、問題視はしていない

という。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね、していないことではないのですが、利用者のニ

ーズとしまして、指定管理者側も努力をしているのだけれども、そこには追いついていな
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いのかなというような形で考えております。 

○横山部会長  わかりました。ありがとうございます。 

ほかに、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

市側としては、おおむね、すぐれた管理運営が行われたというような評価のようですけ

れども、それに関して委員の皆様のご意見いかがでしょうかね。 

小川委員どうでしょう。 

○小川委員  そうですね。聞こうと思ったら、結構、委員さんから出たんですが。 

 一応評価していいのは、１０回以上こうやっているということは、４３．６％というこ

とですから、いわゆる固定客といいますか、リピーターが多いということで、これは非常

にいいことではないかと思いますね。 

それと、さっきのこのシャワーと挙がっているんですけど、これ、風呂の設備が欲しい

とか、そういうことではないんですかね。やっぱりシャワー、そういうことじゃないわけ。 

○山﨑スポーツ振興課長  先ほども申し上げましたように、例えば一般のゴルフ場では

ちゃんとお風呂があって、さっぱりして帰れるというような、多分その辺のことも想定さ

れているんではないかなというように感じております。 

○横山部会長  要は、浴槽があるということですね。 

○小川委員  浴槽が、そうですね。 

○横山部会長  どうでしょう、ご意見としてはいかがですかね。 

 内山委員。 

○内山委員  このアンケートを見ますと、１回目は市外者が３９％、４０％弱ですけど、

２回目だと、両方同じくらいの、在住と市外が同じようなパーセントになっておりますけ

れども、これどういうふうにお知らせして、こういうふうになっていったんでしょうかね。 

○横山部会長  質問ですかね。 

○内山委員  ええ。市内在住４８％の市外が４７．１％。だから、いいことなんですけ

ど。 

○山﨑スポーツ振興課長  これはですね、インターネット予約。先ほど言いました楽天

の、全国でも有数のゴルフ場の予約サイト、これを入れたことによって普及しているのか

なということで。 

 あそこの地域においては四街道、佐倉、近隣市がある中で、その辺の地域への普及啓発

の、実績なのかなというような形で考えております。 

○小川委員  それともう一ついいですか。この熱中症対策で、テントを設置していると、

期間的にはいつですか。 

○スポーツ振興課  おおむねは７月の初めのころから、８月末ぐらいまでです。 

○小川委員  そうですか、ありがとうございます。 

○横山部会長  ご意見ございますでしょうか。 

○内山委員  意見ではなく、この市民ゴルフ場は、これ両方サービスがおおむね９０％

以上というのはすごいなと思って、努力されているなと思いまして。 

行ったときもやっぱり、サービスをよくやっているなと見えましたのですけれども。 

だから、その後、入場者が結構増えているんじゃないですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね、毎年、利用率は、利用者は増えております。 
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 また、先ほど言いましたように、いろいろな利用者の意見に応じた対応をしているとい

うところが大きいのかなと。 

 例えば、６０歳代のシニアの、体力に応じてということで、別のコンペを設けたという

ことで、かなり利用率が増えているのかなというところです。 

○内山委員  これを見ると利用料金を少し下げたり、５回を今度は３回ですと、下げる

とかなんとかとなっておりますので、相当サービスをやられているなと。 

○横山部会長  すみません、ちょっと質問ですけど、現場のスタッフの方々なんですけ

ど、これは出身の企業体で、多少構成変わったんですよね。現在は、内山緑地さんのご出

身の方と。 

○スポーツ振興課  そうです。内山緑地建設のほうに、代表企業が変わりましたので、

主に管理をしております。 

○横山部会長  何かそういうスタッフの出身が変わったことによっての変化というのは、

見られるわけですかね。顕著だと思うんですけども、何か因果関係があるのか。 

○スポーツ振興課  結果として、人が変わる前は、売上げが伸び悩んでいるというとこ

ろで、変わったことによって売上げを上げなきゃいけないというところで、職員の意気込

み等が変わってきているということは、挙げられるとは思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。小川委員。 

○小川委員  もう一つちょっとお伺いしたいのですが。障害者の方もゴルフをここでや

っていた方もいらっしゃると思いますけど、そのアンケートでは、別に障害者の方は、別

にというか、そういうアンケートはとらないですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  特にそういうことではなくて、この期間に来場していただい

た方にアンケートをとっているというような形です。 

○小川委員  千葉市は、市長が障害者スポーツに力を入れているから、ゴルフも。わか

りました。 

○横山部会長  谷藤委員、何かご意見。 

○谷藤委員  意見でいいんですか。 

○横山部会長  はい、意見をお願いします。 

○谷藤委員  最初の何か市の評価、自己評価が「Ｂ」で、市の評価が「Ｃ」になって、

この特記事項のところに、計画どおりだったから「Ｃ」というのが、何か目安として、そ

の自己評価との違いがもっと明確に出て、「Ｃ」が「Ｂ」になる努力をどうするといいかと

いうのが見えるといいんじゃないかなというふうに思いました。 

 それと、アンケートで、市内・市外とかいろいろあるんですけど、あくまで答えた人が

市内外がどういう割合だという話で、来場者がどうかというところが、ちょっとわからな

かったので。この利用実績をするときに、ちょっとそこがもう少し、高齢者だけじゃなく

てわかると、今後の何か役に立つんじゃないかなというふうに思いました。 

 あと、障害者のところも、もしかすると、実際、障害者の方が、このアンケートにも答

えているかもしれないし、むしろ来場されている方がいらっしゃるので、どういう要望を

持っているのかというのは、もっと聞いてもらえるようになるといいのかなというふうに

思いました。 

○横山部会長  指定管理者自体に対する評価をいただきたいんですけど、ご意見を。 
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○谷藤委員  例えば、その実績をとる段階で、市内・市外というのがわかるような形の、

資料４－４の１０ページのところにざっと月ごとにあるんですけど、こういう表をちょっ

とその市内外というところがわかる形につくって、示してもらえるといいのかなというふ

うに思いましたということと、障害者に対しても、意見を集めるようなことをしてほしい

なと思います。 

○横山部会長  改善要望ということですね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  どうでしょうか。施設管理運営については、どのようなご評価をされる

か。 

○谷藤委員  管理運営については、いいかなと思いますので、もっと細かいことに対応

するために、その辺の調査をしてもらうといいなと思います。 

○横山部会長  わかりました。市が評価されているのと大体同じようなご意見だという

ことでよろしいですかね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  小野寺委員いかがでしょうか。 

○小野寺委員  先ほどもちょっと申しましたけど、来場者が増えているという、結果を

出しているということを評価して、おおむね期待以上にやってくれているのかなという印

象を受けますので、今後も継続していかれることを希望します。 

 ゴルフ市場自体、最近の報道であるとおり、市場自体が縮小していると言いますよね。

そういう中で、ここが前年よりも増えているというのは、何らかの理由で認められている

と思いますので、そこを引き続き意識して、よりよいサービスを提供されることを希望し

たいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。小川委員、いかがですか。 

○小川委員  私も、今、小野寺委員から話があったように、ゴルフは、バブル時に日本

のゴルフ人口は１，２００万人あったのが、今、いわゆる７００万人で５００万人減少し

ていると。それで報道されているように、ナイキもゴルフ産業から撤退。それからアディ

ダスも傘下のテーラーメイドを売却しちゃったということで、世界的にも、何か先進国は

ゴルフが減ってきてるという中で、こういう増加しているということは、かなり善戦して

いるというか、よく健闘しているじゃないかということで、評価したいと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。内山委員、いかがですか。 

○内山委員  今、委員が言ったとおりで、よく皆さん努力をされているなと思いまして。

もう参加者が増えているのが、一番やっぱり、努力されているかなと思います。 

○横山部会長  そういうご意見ということで。 

○内山委員  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかに付加して、何かご意見、特にありますでしょうかね。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあ、取りまとめ、事務局お願いします。 

○小野寺委員  ちょっと雑談してもいいですか。 

○横山部会長  はい。 
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○小野寺委員  さっきのバンカーの意見、不満だというのは、具体的にどういったこと

なんですかね。 

○横山部会長  もしわかるようでしたら。 

○山﨑スポーツ振興課長  先ほど言いましたように、埋立ての施設でございまして、基

本的に、１回シートを敷いた上に。 

○小野寺委員  あんまり掘れない。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。砂を乗せているような形になってしまうので、そのシ

ートが出ちゃったりだとかということで、その辺のところもあって。どうしても構造的に

ちょっと。 

○横山部会長  深く掘れないということですね。 

○山﨑スポーツ振興課長  掘れないですね。 

○横山部会長  優しいということになるんですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  どうなんですかね。逆にシートが見えてしまうと、支障を来

す場合もございますし。 

○小川委員  雨降っても浸透してないでしょう。下にシートがあったら。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。それが、そこですね。水たまりになってしまう

とか、そういうふうなことがある。 

○横山部会長  だったら、しょうがないんですかね、ここはもう。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。段階的に指定管理者のほうも修繕とか、整備は

しておるのですけれども。 

○スポーツ振興課  そして、市としても、平成２５年、２６年に、段階的に、今、６か

所修繕を既に実施しているのですけれども、これからも予算等を見ながら、段階的に実施

していきたいというところです。 

○小川委員  もう一つよろしいですか。これは単なるあれなんですが。いわゆる、７０

歳以上の方の、自分も７０歳を過ぎているので、６０から７０は、がくっと落ちるんです

よ、体力が。 

 それで、何かグランドシニアコンペをやっているということは、非常にいいことなので、

評価したいと思います。 

○山﨑スポーツ振興課長  これを分けたことによって、利用率が上がりました。 

○スポーツ振興課  そうですね。シニアから好評で。 

○山﨑スポーツ振興課長  やはり体力差というか、その辺があるので。 

○横山部会長  それは自主事業ですかね。 

○スポーツ振興課  そうですね。自主事業です。 

○横山部会長  そういうきめ細かい自主事業を評価するという、そういうようなご意見

でしょうか。 

○小川委員  そうです。 

○横山部会長  委員の皆様から、さまざまなご意見をいただきましたが、一つ管理運営

のサービス水準向上、業務効率化の方策、または改善を要する点等の主な意見といたしま

しては、まず、市の評価の妥当性について、利用者数が増加していることや利用者アンケ

ートの満足度が高いことなどを踏まえ、指定管理者が運営に関して十分に努力していると



 

 ―１７― 

認められることから、妥当であると考えます。 

 次に、施設管理運営のサービス水準向上、業務効率化の方策、改善を要する点等につい

ては、おおむね良好な施設運営が行われたと考えられますが、利用者数の統計について、

市内・市外の別があると今後のサービス向上に向けて参考になると考えられることから、

実績の把握・方法等について工夫されたいということや、障害者に特化したアンケートを

実施するなど、障害者スポーツの向上に向け、より実態等が把握できるように努められた

いなどがございました。 

 これら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） 

○横山部会長  それでは、先ほどの財務状況も含めて、千葉市民ゴルフ場の指定管理者

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

ことになりますが、詳細につきましては、私と事務局にて調整するということでご了承い

ただければと思います。よろしいですか。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 では次に、総合評価についてご審議いただきます。 

 まず初めに、事務局のほうにより、総合評価の概要について説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、総合評価の概要についてでございますが、総合評価

シートについてご説明をさせていただきます。 

 恐れ入ります。資料につきましては、参考資料３「指定管理者総合評価シート」をご覧

ください。 

 こちらのシートは、指定管理期間全体を通じた評価としまして、指定管理者の管理運営

状況の評価のほか、当初狙った効果などを検証し、指定管理期間満了後の管理運営のあり

方（指定管理者制度の継続が妥当であるか）を検討するためのものでございます。 

 平成２７年度管理運営の評価までは、総合評価シートと総合評価資料の２種類の資料が

ございましたが、こちらも先ほどご説明させていただきました、年度評価シートと同様に、

千葉市指定管理者制度運用ガイドラインの策定に伴いまして、総合評価シートとして一つ

に統合されまして、成果指標等の推移や収支状況の推移につきましても、総合評価シート

上に記載することとなっております。 

 まず、「１ 基本情報」につきましては、年度評価シートとおおむね同様の内容になって

おります。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」につきましては、数値目標や利益の還元内容等の設定に

伴いまして、新たな項目として追加されることになったものでございます。 

 続きまして、次のページでございますが、「３ 収支状況の推移」につきましては、先ほ

どの年度評価シートの収支状況と記載内容はおおむね同じでございますが、これを経年で

見えるようにしたものでございます。 

 次のページで、続きまして、「４ 管理運営の総合評価」でございますが、こちらの年度

評価同様、各評価項目に対しまして、評価方法が３段階評価から５段階評価となっており

ます。 

 次のページでございますが、「５ 総合評価を踏まえた検討」の項目でございますが、こ
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ちらは新たに追加されたものでございます。こちらの項目につきましては、施設への指定

管理者制度導入の効果について記載をいたしまして、指定管理者制度導入による効果や課

題を整理した上で、今後の指定管理者制度の継続を検討するためのものでございます。 

 最後に、先ほど申し上げました、「４ 管理運営の総合評価」のうち、市が判断いたしま

した総合評価欄につきまして、年度評価と同様に委員の皆様のご意見を踏まえまして、評

価の修正ができるようになっておりますので、この後のご審議でご意見をいただければと

存じます。 

 総合評価シートにおける主な変更点は、以上となります。 

 なお、所管部署が作成いたしました総合評価シートにおきましても、当初の指定管理者

選定において、盛り込まれていない項目がございますので、その分については、斜線で表

記することをご承知おき願います。 

 以上を踏まえまして、委員の皆様におかれましては、市の評価が妥当であるかどうか、

本施設において、指定管理者制度による運営は、妥当なものであるかどうかについてご審

議いただいて、今後の管理運営についてのご意見をお聞かせいただければと思います。 

 私からの説明は、以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明ついて、何か質問はございますでしょうか。 

 すみません、私から１点だけ。新たにこの総合評価シートができ上がって、最後の「５

総合評価を踏まえた検討」という部分で。ここ、指定管理者制度の継続の検討という項目

がありますけれども、当該、こういうゴルフ場という施設をこういう指定管理者に委ねる

のが適当かどうかという、そういう本質的なところまで、ここで検討するという、そうい

う理解でよろしいんですね。以前は、そこまで特に踏み込んでいなかったと思いますけれ

ども。 

○小名木文化振興課長  そういう形でお考えいただいて。 

○横山部会長  それについて、委員が自由に意見を述べてよいと、そういった理解でよ

ろしいですか。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ほかに、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） 

○横山部会長  では、続きまして、施設所管課から総合評価についてご説明をお願いし

ます。 

○山﨑スポーツ振興課長  続きまして、総合評価についてご説明させていただきます。

座ってご説明させていただきます。 

 資料５をご覧ください。「千葉市民ゴルフ場指定管理者総合評価シート」をご覧ください。 

 「１ 基本情報」は、ご覧のとおりとなっております。 

 次に、「２ 成果指標等の推移」についてご説明いたします。当施設では、成果指標を定

めておりませんので、（１）及び（２）の記載は、ございません。 

 「（３）成果指標以外の利用状況を示す指標」について。平成２０年度から平成２８年度

の利用者数は、ご覧のとおりでございます。累計利用者数は、２２万２，４００人でござ
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います。 

 ２ページをご覧ください。２ページから４ページにわたり、「３ 収支状況の推移」につ

いて記載しており、過年度の収支状況は、ご覧のとおりとなっております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。「４ 管理運営状況の総合評価」についてご説明

いたします。事業計画書等に定めた水準や市の指定管理者に対する期待を上回るすぐれた

管理運営が行われていると認められたため、多くの項目について、市の評価を「Ｂ」とい

たしました。各項目について「Ｂ」と評価した理由をご説明いたします。 

 まず、「１ 市の施設管理経費縮減への寄与」について。独立採算制であり、指定管理委

託料はないものの、施設の維持管理に当たって点検・故障前の予防修繕を徹底して行うこ

とで、大規模修繕の回数を抑制したことを評価しております。 

 「２ 市民の共同利用の確保・施設の適正管理」については、リスク管理の観点から、

打球事故対策を強化したことを評価しています。 

 「３ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」については、清掃業務についてチ

ェックシートを用いて、漏れなく徹底的に行ったことに加え、清掃頻度を増加させること

で、管内を清潔に保ったことを評価いたしました。 

 「４ 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、指定管理者に

よる各種割引制度や広報活動などの利用促進策に積極的に取り組んだことや、利用機会の

最大化を図ったことを評価いたしました。 

 「（２）利用者サービスの充実」については、利用者意見、要望の把握を最大に努めると

ともに、収集したアンケート結果に柔軟に対応したことを評価いたしました。 

 「（３）施設における事業の実施」については、実施事業において、未経験者への普及啓

発事業に加え、経験者の技術向上を図る各種教室等の事業を積極的に実施したことを評価

いたしました。総合評価については、おおむね事業計画書等に定められた水準を上回るす

ぐれた管理運営が行われていたと判断し、「Ｂ」といたしました。 

 続きまして、６ページをご覧ください。「６ 総合評価を踏まえた検討」についてご説明

いたします。 

 まず、「（１）指定管理制度導入効果の検証」についてですが、当初見込んでいた効果が、

おおむね達成できたものと判断しました。理由といたしましては、指定管理者のノウハウ

を駆使した管理運営により、サービスの質・量を向上させることができたこと。また、コ

ース管理について、指定管理の専門的な知識のもと、高い水準でコースコンディションを

維持し続けることができたこと。また、利用者の多様なライフスタイルに合わせ、利用機

会の最大化を図ることができたこと。指定管理者の柔軟な発想により、積極的な利用促進

策や魅力的な実施事業を実施することで、利用者数の最大化、利用者の健康増進に貢献す

ることが認められたためです。 

 次に、「（２）指定管理者制度運用における課題・問題点」については、特にございませ

ん。 

 最後に、「（３）指定管理者制度継続の検討」についてですが、指定管理者制度導入の効

果が認められること。指定管理者制度運用にかける課題の問題点が特にないことから、指

定管理者制度を継続することといたします。 

 説明は以上になります。 
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○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、所管から一通りご説明いただき、千葉市民ゴルフ場の総合評価につきまして、

管理運営状況の総合評価と総合評価を踏まえた検討が示されましたが、この市当局の作成

した総合評価や総合評価を踏まえた検討内容について、評価の妥当性、指定管理者制度の

効果や課題等を踏まえた制度継続の検討、その他、改善点などについて委員の皆様から意

見を伺いたいと思います。 

 ご質問も含めて、何かございましたらお願いいたします。 

 すみません、私からちょっと始めに質問ですけれども、この資料５の６ページの「５ 総

合評価を踏まえた検討」の（１）当初見込んでいた効果というのですけれども、この当初

見込んでいた効果というのは、資料４－１の１ページ目に書いてある、１の四角の真ん中

あたりの、民間の事業者が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上に

つなげると。それが当初の見込んでいた効果ということでよろしいですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい、そのとおりでございます。 

○横山部会長  ちなみに、市民サービスの向上はどんなことをお考えだったんでしょう

かね、当初は。 

○山﨑スポーツ振興課長  やはりゴルフ場という施設柄、利用者数。また、年齢に関係

なく、幅広い形の利用者を見込むような形の事業を展開していただきたいというような形

を考えてございます。 

○横山部会長  それが、おおむね達成できた。そういう評価ということでよろしいでし

ょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  わかりました。ありがとうございます。 

 ご質問、ご意見、どうぞ。 

 小野寺委員、何かありますでしょうか。 

○小野寺委員  私もちょっと同じところですけど、６ページの５の「（１）指定管理者制

度導入効果の検証」のところ。 

 これは、真ん中の当初見込んでいた効果がおおむね達成できたに「○」がついています

けれども、私の印象としては、何かすごく上回った気がするんですけど、これは、新しく

この評価シートの基準をつくった上で、ここに「○」がついているのかと思いますけど、

ちょっと印象と違うんですよね。 

 また、ほかの部分で期待以上だと、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」までですよね。「Ａ」がものすご

く上回った、「Ｂ」がすぐれた、「Ｃ」がおおむね期待どおりみたいな。 

 ということは、この６ページのここでいくと、「Ａ」と「Ｂ」の一部が見込みを上回る。

「Ｃ」と「Ｂ」の一部がこの真ん中の、当初見込んだとおり。この辺に落ちつくのかなと

いう気がするので、ちょっと悩むところではあるのですが。 

 その辺、逆に皆さん、いかがお考えでしょうかね。 

○横山部会長  この６ページ目というのは、このゴルフ場に対して、指定管理者制度を

導入することの効果ということですよね。 

 管理運営の状況は、５ページで評価されているところでしょうか。 

○小野寺委員  そうですね。 
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○横山部会長  これも踏まえて、この総合評価を踏まえた検討のところも、ワンランク

上をつけるべきなんだと。 

○小野寺委員  べきというか、でもいいのかなと。 

○横山部会長  積極的には、べきではないかもしれないけど。もうちょっと評価しても

という。 

○小野寺委員  今回、初めてだと思いますので、その辺をどう考えるのかな。 

 逆に、ここまでできているところは、多分、ほかにあんまりないと思うんですよ。 

○横山部会長  ただ、６ページは、ですから個別の指定管理者の評価ではなくて、今、

言ったみたいに、このゴルフ場について指定管理者というのを設けることの是非というこ

とだと思うんですね。 

 あと、（３）にもつながると思いますけど、こういうゴルフ場に対しては、指定管理者制

度を設ける形で、やるべきでないとなると、管理手法の見直しという話になると思うんで

すけども。 

○小川委員  ここの、今おっしゃられた、「（３）指定管理者制度継続の検討」で、指定

管理者制度を継続する、「○」ということで、これ、そのとおりだと思います。 

 それで、指定管理者制度を廃止した場合は、もう直営でやるしかないですよね。そうい

う意味じゃない、これは。 

 それで、今、事実上、直営でやるか、指定管理でやるか、どっちかしかないでしょう。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。 

○小川委員  大体これだよね。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。この継続の検討につきましては、市民ゴルフ場指定管

理者制度にしたことについてということで、我々は、おおむね達成できたと思っておりま

すので、今後とも、その指定管理者制度を続けていきたいというような。 

○谷藤委員  今のところで質問なんですけど。 

○横山部会長  谷藤委員、どうぞ。 

○谷藤委員  この（１）のところですけど、結局この制度をやってよかったかというと

ころの話だということですよね。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。 

○谷藤委員  回答はちょっと置いておくとして。 

 逆に、この当初の見込みを上回る効果が達成できたというのは、どういう状態を想定し

ているんですか。 

 何か今の話だと、指定管理者制度にしてよかったのか、そうじゃなかったのかというと

ころにつながる話なので、でしかないとしたら、何か、上回るは要らない気がしてしまう

ので、すごくよかったという話もここの選択肢として入ってあるのであれば、当該のとこ

ろはよかった、上回るというのが「Ｂ」なので、何か上に行ってもいい気もするんですが。

これは、上回る効果が達成できたら、どんな感じだと上回ると。 

○横山部会長  ご質問ですかね。まず、この上回る効果というのは、具体的にどういう

状況を想定しているのかということ。 

○山﨑スポーツ振興課長  現段階で言えることは、このゴルフ場の指定管理につきまし

ては、先ほど、アンケート調査等で、やはり理由はどうであれ、「不満」、「やや不満」とい
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う回答が得られるということで。その辺をクリアされた中で、全ての利用者が、不満もな

く利用できたというようなことになりますれば、見込みをかなり上回ったという形になる

のかなと。現段階で考えられるのは、そういう形にはなるかなと。 

○横山部会長  小川委員。 

○小川委員  ちょっと今のに関連するのですが、さっき、一番最初の、２ページのとこ

ろで、収支状況のところで、利用料金収入が、当初、指定管理者が提案したものの大体、

実績半分ですよね。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○小川委員  だから、指定管理者を起こすときに、この９ホールで大体こうやったのと。

そのとき、じゃあ、市が想定していたというのは当然あると思うのですけども、市の想定

したのは、どっちに近かったですか。それを上回るというのにもちょっとかかっていると

思うのですけれども。 

○山﨑スポーツ振興課長  当初の提案は、かなり上回っているなというのを、市の想定

より上回っているなということで、我々も検証がちょっと足りなかったという部分がござ

いまして、前回、ご指摘を受けましたので、その辺の形で、今後、見直しを図っていく必

要があるというような形。 

○横山部会長  さっきの指定管理者制度の継続の検討という話にちょっと戻ってしまい

ますけれど。私の、私的なちょっと意見ですけれども。某元総務大臣の講演を聞いて、そ

の講演では、図書館というものについて、指定管理者制度をやめるべきだという過激な、

そういうご意見がありました。そういうことを考えたら、その講演では、そういう文化振

興において、指定管理者制度はなじまないんじゃないかという、そういうお話が大臣から

あったんですけど。 

 仮にそういうような状況がある場合には、やはり指定管理者制度をちょっと見直しを検

討しなきゃいけないとか、そういう次元の話ですよね、ここは。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい、そうですね。そのような感じになろうかと思います。 

○横山部会長  ですので、ゴルフ場というものについて、どうであるかということ、こ

こでは考えればよいと、そういうことでしょうかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ごめんなさい。順番が変わってしまったかもしれませんけれども、総合評価として、１

０年間、この指定管理者の行ってきたことをどのように評価するかということをまず、整

理したいと思いますけれども。 

 ここ３年間に関しては、収支状況、黒字で推移しているようで。そういうある程度、そ

の１０年間という期間の中で安定してきたのではないのかなというような傾向が見られる

と思いますけど、そのあたり、どんなふうに評価されますかね。 

 小野寺委員、いかがでしょうか。財務関係のお立場から。 

○小野寺委員  １ページのところで、この利用者人数をずっと見ると、これも、当初か

ら倍増しているわけで。そういった、先ほども申したとおり、利用者に対して、満足の行

くサービスをした結果、それが認められて、利用者が増えてきたのではないかと考えるこ

と。 
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 それから、２ページ目の３ページ以降で、利益の還元というのも、直近で結構出ていま

すので、市に対しても、利益を還元するという形の結果を出していると思うんですよね。 

 そういったことを総合的に考えると、むしろ私たちでも、上回る効果を達成できた、先

ほどの６ページのところに、「○」をつけてもいいんじゃないかと思うのですが、逆に、ほ

かの委員の方いかがでしょうかという。繰り返しになっちゃいますけれど。というのが私

の意見です。 

○横山部会長  これは、指定管理者制度を導入しなかった場合の仮定がちょっと、でき

ないので、わからないですよね。 

○小野寺委員  指定管理者制度をここに導入しないで、じゃあ。 

○横山部会長  直営でということ。 

○小野寺委員  直営でやったら、直感的にこんな効果は出ないんじゃないかと思うので

すね。特殊なやっぱりサービスですので。そう考えると、上回ったとも考えられるんじゃ

ないんですかね。 

○横山部会長  役所の方には大変失礼な言い方をしますけど、悪い意味でのお役所仕事

みたいな感じでしかなかったと。そういう可能性もあったということですかね。 

○小野寺委員  そうですかね。 

○横山部会長  すみません。 

○谷藤委員  ちょっと５ページのところ、４番、そもそもここの総合評価のところで、

２８年度は、この３の（１）、「Ｂ」におさまっていたんですけど、全体としては、「Ｃ」と

いうところが、ちょっとよくわからない。 

○山﨑スポーツ振興課長 これ、前年度と評価の基準が変わっておりまして、前年度が、

「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の３段階。 

○スポーツ振興課  その違いです。 

○谷藤委員  すみません。さっき説明していただいたところですね。２８年度と総合は

一緒ですよね。 

○スポーツ振興課  平成２８年度については、接客面で研修内容が向上とかあったので

すけども、今回、総合評価ということで、１０年間というところで見ると、おおむね管理

は基準どおりであるというところで、それまでは、接客面の向上というのは基準どおりで

やっているわけで、２８年度で改善は見られたのですけれども、トータル的に見たら、５

段階において、「Ｂ」ではなく、「Ｃ」というところです。 

○谷藤委員  それで、その「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の文言というか、それは、一緒でいいで

すよね。 

○スポーツ振興課  ５段階です。 

○谷藤委員  その１０年間で、平均すると、どうだっていう話ですよね。 

○スポーツ振興課  そうですね。１０年間やってみて。 

○谷藤委員  なんですけど、私の意見としては、徐々に変わってきているので、後半の

評価を優先してもいいんじゃないかなというふうに思うのですが。ここ、「Ｂ」でもいいじ

ゃないですかと思うのですが、ということです。トータルも「Ｂ」というところは、どち

らにしても変わらないのですが。 

○横山部会長  ご意見としてですね。 
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○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  ちなみに、直近３年はどんな評価をつけているかって、今わかりますか

ね。 

○スポーツ振興課  直近２７年度までは、３段階の評価をやっておりまして、過年度の

評価シートはファイル。 

○渡邊文化振興課長補佐  参考資料の２です。２枚ほど紙をめくっていただくと、中間

評価シートという。平成２０年度から２４年度までの中間報告。 

○横山部会長  ２５年度で言うと、３段階の２ということなんですかね。 

 それで、２６年度も２ですよね。２７年度も。 

○谷藤委員  ２７年度まで３段階だったと。 

○横山部会長  ええ、３段階で２ということですね。５段階になって、今この２が、実

際のところは、２．５ぐらいだと。 

○谷藤委員  そうですね。２と３の間だったということで。 

○横山部会長  そうですね。そこをどこまでその行間を読み込むかという。ご意見とし

ては、「Ｂ」でいいんではないかと。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  何かそれに関して、ご意見等。小川委員、いかがでしょうか。総合評価

の指定管理者に対する１０年間の評価というところです。 

○小川委員  私も、この「Ｂ」ということで。ただ、どちらかというと、先ほど小野寺

委員が、ちょっとこの当初の見込みを上回る効果が達成できたに、より近い感じを思って

いるんですけど。今、導入効果の検証じゃなくて、この。 

○横山部会長  １０年間を振り返りですね。 

○小川委員  総合的には、当初を上回る効果が出てきているんじゃないかと感じていま

すけれども。 

○横山部会長  これまで指定管理者がなされたことについては、おおむね評価をされて

いると、そういうことですね。 

○小川委員  はい。 

○横山部会長  内山委員、いかがでしょうか。 

○内山委員  今、皆さんからご意見が出た、大体似たようなものですけど。最初は、だ

けど、相当努力はされておりまして、後半は、もう相当利益も上げているようですので。

指定管理の制度は、結構、役立っているんじゃないかなと、そう思っておりますけど。 

○横山部会長  当該指定管理者に対しての評価というのは、いかがですかね。 

○内山委員  これはあったほうがいいんじゃないかな。 

○横山部会長  いやいや、１０年間、この当該指定管理の、この事業体ですね、内山緑

地と京葉カントリーさんに対してのご評価は。大体、市の評価と近い形でしょうか。 

○内山委員  内山緑地さんは、３年くらい前にちょっと大変だみたいな話がありました

んですけど、今日、報告を受けまして、結構もう大丈夫だと小野寺委員さんが言っていま

したけど。ややあの会社も結構努力をされているかなと思いますね。京葉カントリーさん

も、まあいっぱい頑張っていると。 

○横山部会長  ５ページに大体、「Ｂ」の評価あたりに落ちつくような感じでしょうか。 
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○内山委員  はい。 

○横山部会長  小野寺委員、どうでしょうか。１０年間を振り返っての、その制度じゃ

なくて、事業体に対する何かありましたら。 

○小野寺委員  トータルの総合評価「Ｂ」、これ、妥当だと思います。 

 先ほどの３の（１）、この「Ｃ」が「Ｂ」かどうかというところ。ちょっと難しいですけ

ど、総合評価の結果「Ｂ」なので、特に、理由がなければ、多分「Ｂ」にはいかない、「Ａ」

にはいかないと思うので、１０年間通して、それを平均と見るのか、直近だけ見るのかわ

かりませんけれども、今、総合評価が変わらないので、「Ｃ」でもいいのかなと思います。 

○横山部会長  評価の妥当性については、問題ないと考えていらっしゃる。 

○小野寺委員  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。 

 谷藤委員は、先ほどのとおりということですね。 

○谷藤委員  はい。意見としてはそうです。 

○横山部会長  わかりました。 

 じゃあ、始めに出た総合評価を踏まえた検討の部分で、その制度の継続等について、ご

意見をいただければと思いますので。先ほど、小野寺委員のほうは、より積極的に評価を

すべきであって、当然継続すべきだという、そういうご意見でしょうかね。 

○小野寺委員  そうですね。 

○横山部会長  谷藤委員、いかがでしょうかね。 

○谷藤委員  ここの（１）に関しては、上でもいいんじゃないかなと思います。 

○横山部会長  上。 

○谷藤委員  そこの話じゃなかったですか。 

○横山部会長  いや、そうなんですけども。 

○谷藤委員  制度を継続するというところで、制度自体も効果が出たということでいい

かなと思います。 

○横山部会長  どのあたりを評価されますかね。理由としてつけ足すとすると。どの部

分を評価して、おおむね達成できた、あるいは上回るほど達成できたと。 

○谷藤委員  きめ細かなというか、その利用者を確保するために、いろいろと対象を細

分化して、いろいろ努力をしたというところが、この制度にしたからと言うと言い過ぎか

もしれないんですけど、じゃないかなというふうに思います。 

○横山部会長  利用者ニーズの満足に努力したという、そういうことでしょうかね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  小川委員、いかがですか。 

○小川委員  私も、これ、今、谷藤委員言われたように、対象は、レディースとか、シ

ニア、それからグランドシニアとか、いろいろ、それぞれニーズに応じて、きめ細かく研

修会を開いたり、レッスンを開いたり、また、そういう大会を開いたり、非常に集客につ

いて考えて、そういう努力が見込まれるということで。それで、やっぱり何といっても１

００％超えているわけですし、非常に検討して、頑張っているじゃないかということで、

評価したいと思います。 

 ただこれは、９ホールで、最大マックスでどのくらい需要が、１００としてどのくらい
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とかそういう。年がら年中、１日何組もということでないんでしょうけれども、おおむね

どれを最大のあれとして、それに対して、どのくらい目標というのは、こういう計算上あ

るんですかね。最初、見込みの半分ですよね。実際に、今現在は、提案理由のとき、提案

の対象としたときの。 

 そうすると、そこは最大限見込んでいたものの半分ということでいいんですかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  その辺が、ちょっと検証を我々も考えていたよりも、かなり

オーバーしていたということで、ご指摘を受けましたので、今後、検証していかなくちゃ

いけないのかなというところでございます。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

○小川委員  はい。 

○横山部会長  内山委員、いかがですか。 

○内山委員  また同じようなことになりますけど、結局、制度ができて、その内山緑地

さんと京葉カントリーさん、今、入場者を増やすために、いろんな努力をされているとい

うことで。それで、結果的には、人員を初年度より約３倍近く増加されているなと。その

点を考えれば、このままこういう、また、継続していって、やっていただければというこ

とだと思うのですけど。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 私のほうから申し上げますと、当初、これは独立採算の施設ということもあって、１０

年というスパンで、長い目で見ていこうということで、この期間が設定されたんだと思う

のですけれども、ようやく２ページから４ページのこの期間、ページごとに三つに分けれ

ば、第３期目に芽が開いていったのかなという。芽が出てきた。表現はあれですけれども。 

 ですので、過渡期においては、いろいろな赤字があったかもしれないけれども、何とか

うまく指定管理者が、１０年間乗り切ってやってくださったかなという点では、評価した

いと思います。 

 あと、その総合評価を踏まえた検討ということですけれども、私は、個人的には、見込

んでいた効果はおおむね達成できたという、それぐらいの水準かなと思います。 

 その理由に関して、施設管理のハード面というのは非常に、この施設の感じとしては、

非常によくできているのではないかなと。芝生のコンディション等も非常によくできてい

るとは思います。逆に、さっきの土壌の問題とかもありますから、これ以上、施設のハー

ド面の運営というのは、余り改善を見込めないかなという気がします。 

 逆に、ソフトの面に関して、いろいろご尽力いただいていますけれども、さらに、工夫

の余地はあろうかなと思います。きめ細かな利用者ニーズに応じたいろいろなプログラム

というのが提供されているようですけれども。特に、プロゴルファーによる各種教室を始

めというところで評価されていますけど。聞くところによると、女子プロゴルフの協会な

んかは、もっといろいろお考えになっているようですので、そういったノウハウなんかも

さらに吸収していただいて、さらに、魅力あるものを市民に提供できる余地がまだあるん

じゃないかなという、そういう気がします。 

 ですので、次期に向けても頑張っていただきたいというか、指定管理者は変わるかもし

れませんけど、そういったソフトウエアの充実を図っていただきたいというところ。 

 （２）に関して問題点は特にないと市は評価されていますけど、私個人としては、今申
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し上げたところ、さらなる提案の充実を図っていただきたいというように考えております。 

 制度継続に関しては、このまま継続していってよいのではないかなと思います。また、

逆に、直営にしたとしても、難題が市のほうにふりかかってくるだけだと思いますので。

このまま指定管理者にやっていただいて、頑張っていただくというのが、一番よいのでは

ないかなというふうに考えております。 

 私の意見でした。 

 ほかに何かご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあすみません、取りまとめをお願いします。 

○小野寺委員  また雑談いいですか。先ほどのお話もありました、９ホールで、営業時

間、年間で、天気とかもありますけども、キャパシティーに対して今の利用者って何％く

らいになるんですかね。 

○横山部会長  １日のマックスも、人員定員ありますよね。 

○小川委員  年間を通して、さっきそういうのもあって。 

○谷藤委員  数字では出せますよね。 

○横山部会長  妥当性は抜きにして、１００％稼動したらどれぐらい見込めるかの話で

すよね。 

○小野寺委員  １００はあり得ないですよね。 

○スポーツ振興課  ７分置きに一応スタートしていって、月によって、スタート時間と

終わる時間が、日照時間とかで変わってくるんですけれども、大体７８０とか、枠が１年

間通して。 

○横山部会長  そうすると、何人ということになるんですか。机上の空論だと思います

けれども。 

○スポーツ振興課  １枠４人なんで。 

○小川委員  それだと１人で申し込んでも、４人で組をつくって、どこかでつくって、

ゴルフ場でつくって回るんですか。 

○スポーツ振興課  余裕があれば１人で回ります。場合によっては、ほかの方と組んで

いただいてするということで。 

○小川委員  すると、４人全部で計算すると、１人、２人で回る場合もあるだろうから、

なかなか最大を出すというのは難しい話だね。 

○横山部会長  なかなか実情ってわからないですよね。 

○小野寺委員  わからないですね。昔は、本業以外の人なら、みんなゴルフ場を経営し

ていましたけれども、一概に出せないから余りわからないです。 

○横山部会長  ですよね。だからマックスに対する評価というのが難しいですよね。 

○小野寺委員  はい。 

○谷藤委員  逆に近づけるというよりは、大まかに他のところが、何割ぐらいなのかと

いうところで。 

○横山部会長  だから、そこはちょっとわからないので。公開されていれば、情報が入

りますけど。 

○小野寺委員  このまま順調だからといって、目標をどんどんどんどん高くしていって
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も、実現可能なキャパを超えるといけないですからね。 

○横山部会長  そうですね。 

○小川委員  これは、変な話あれですかね。障害者の、ハンデのある方が回っていると

やっぱり時間がかかるんですかね、多少は。健常者の人と比べて。 

○スポーツ振興課  そうですね。コースにマーシャルとかでスタッフがいますので、そ

こで適宜指導をしながら、なるべく合わせて回っておられるというような形になります。 

○谷藤委員  実際、どういう障害の方が来られているとかご存じですか。 

○小川委員  足の悪い人とか、たまに片手で打っている人がいますね。 

○山﨑スポーツ振興課長  高齢者の方がいらっしゃると、障害が多くなるので。 

○小川委員  これは、あれですか。場合によっては、付添人がいても、障害者の方につ

く人が一緒に回ってということは可能なんですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。 

○小川委員  つかなきゃ困る。 

○内山委員  障害者は。 

○小川委員  結構、何人かこれ、日ごろ出ている方いらっしゃいますよね。 

○山﨑スポーツ振興課長  います。検証までちょっとしていないので。すみません。少

なくとも、ゴルフは、やっぱり長距離があって、小さい球を打ったりするということで、

いわゆるその重度の方ではないとは思うのです。 

○小川委員  そうだね。 

○内山委員  ある程度ではできない。 

○横山部会長  逆に受入れ拒否なんていうことはあったんですかね。やりたいという希

望を出されたけど、施設で対応できないということで、お断りしたという。 

○山﨑スポーツ振興課長  施設のほうから、そのような話は聞いておりませんので。 

○横山部会長 ちょっとアンケートで、アンケートというか、その実績として、なかなか

統計をとるのが難しいところだね。 

○谷藤委員  何か安定した人数がずっと入っているから、同じ方が。 

○小川委員  そうなんです。同じ方がいるんでしょうね。 

○谷藤委員  来られているんですかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  今後、その辺の検証できることであれば、取り組んでいきた

いと思います。 

○谷藤委員  そうすると、障害者とか、高齢者とかいらっしゃると、そのキャパはどれ

くらいという数を出すのは、相当難しいですね。 

○横山部会長  先ほどのマックスの話は、大体の数でよいので。仮に１００％というの

で。そんなに厳密な計算ではなくてもいいと思います。 

○内山委員  千葉に障害者を受けるところあるの。 

○小川委員  一般のゴルフ場ではないでしょう。 

○内山委員  ない。 

○谷藤委員  やっぱりないんですね。 

○横山部会長  受け入れていないということ。 

○小川委員  受け入れていないですね。 
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○内山委員  受け入れなし。一般。 

○谷藤委員  だから、同じようにできる人だけが、できるという感じですね。 

○内山委員  だから、一般は健常者のみだから。 

○小川委員  ただ、あそこゲーリープレーヤーコースの、コースの中にカートが入って

いいんですよね。 

 だから、そこは何か障害者の方の旗を立てて、何か障害者という目印の旗を立ててやっ

ているのを見たことがありますね。その人は、足に障害がある方なんです。 

○内山委員  千葉大はあるの。 

○谷藤委員  打つ場所ですか。ゴルフ、打つ場所ありますよ。２０メートルぐらいしか

ないです。１０打席、２０メートルみたいな。曲がらないです。 

○内山委員  クラブとかサークルはあるの。 

○谷藤委員  あります。 

○内山委員  この前、若葉区にダイナミックゴルフ練習って素人がプレーするようなと

ころがあるんだけど、そこに、千葉大のゴルフの方が来てやって、一緒にぐるぐる回って

いました。 

○谷藤委員  そうですか。 

○横山部会長  じゃあ、すみません、今ちょっと計算していただいていますけど、その

ままやっていただいて、こちらを先にちょっとご報告をしたいと思います。後でお願いし

ます。 

 委員の皆様からご意見をいただきましたが、いただいた意見をもとに、総合的に申し上

げますと、まず、１番目、評価の妥当性につきましては、利用者数が年々増加しているこ

とや、市への利益還元も増加するなど、すぐれた管理運営が行われたと認められることか

ら、市の評価は妥当であるということ。 

 ２番目、指定管理者制度の効果や課題等を踏まえた制度の検討につきましては、利用者

数が、収支状況などの推移を踏まえ、本制度導入による市民サービスや管理運営の向上な

ど、効果が認められることから、指定管理者制度を継続するのが適当であるということ。 

 ３番目、改善点等につきましては、女子プロゴルフ協会などの他の事業体の実績を十分

に検証し、利用者ニーズに応じたプログラムやゴルフ教室の実施など、ソフト面を中心と

した更なるサービス向上に努めたいということがございました。 

 これらを本部会で検討することでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  それでは、千葉市民ゴルフ場の総合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、詳細につきましては、私と事務局にて調整

をするということで、ご承認いただければと思います。 

（異議なし） 

○小川委員  雑談ですけれども、アコーディア・ゴルフクラブは一番日本で大きいゴル

フの運営会社なんですが、韓国ファンドに買収されちゃったんですよね。 

○横山部会長  何かそれによって運営変わったりするんですか。 

○小川委員  変わってくると思うんですよね。それはちょっと私も。 

○横山部会長  逆に、今、韓国出身の何かプロゴルフ選手なんか、かなり注目を集めて
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いますけど、そういう人たちが、例えば、来てくれる可能性が高くなったとか。 

○小野寺委員  何で、日本人は、韓国人に勝てなくなっちゃうのですかね。 

○横山部会長  ハングリーさじゃないですかね。それぐらい、韓国から日本に来た人は、

高収入を得られるんですよね。 

○小川委員  そうですね。だから、日本のようにアメリカでも女子は、ほとんどベスト

１０も、半分以上は韓国ですからね。アメリカツアーにおいても。一時、問題視されたじ

ゃないですか。韓国人は英語もしゃべんなきゃだめだみたいな、こういう、差別しようと

したことがあって、それで、それは同じスポーツだということでなくなりましたけれども。

アメリカ人は勝てないもんで。技術的にもうまいですね、韓国人のほうが。見ていても。 

○山﨑スポーツ振興課長  大体の計算なんですけれども。 

○横山部会長  お願いします。大体で結構です。 

○山﨑スポーツ振興課長  大体７分置きにスタートをしておりますので、大体１時間に

８組。それで、１日営業時間は、平均すると７時間。冬・夏ありますけれど。そうすると、

１日に大体５６組がスタート可能だということで、それを１年間、休日メンテの日を抜き

まして、３６０で掛けると、大体マックスしたら８万人が計算上はですね。 

○スポーツ振興課  １組４人のマックスで計算した場合です。 

○山﨑スポーツ振興課長  例えば、先ほど、委員おっしゃったように、４人じゃないと

きもあります。あとは、お休みの時間。あと、時間帯というのもありますんで、数字上８

万で、実績数としましては、３万ということですので。 

○横山部会長  ８万分の３万ですので、評価としては、いいほうじゃないですか。 

○小川委員  いいでしょう。いいと思いますよね。 

○横山部会長  だって、平日の日中とかやっている人は限られていますので。どっちか

というとサラリーマンなんかは来ないでしょうから。 

○小川委員  それと、あの課題は、若年層が、今の若い人は車を持たない、ゴルフはや

らないというのもパターンが決まって、若年層を取込むというのが一番の課題ですかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  どうしてもゴルフというと、どちらかというと、高い年齢層

をターゲットみたいなのがありますので。 

○内山委員  情報大の生徒は行かないのかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  近いですからね。すぐ、隣のところですから。 

○横山部会長  提携してみたいな話もありましたから。 

○山﨑スポーツ振興課長  ただ、情報大にはゴルフ部とかというのは、ないんですかね。

ちょっとその辺はあれなんですけれども。たしか、ゴルフ部みたいなのがあれば、近くで

すので、ご利用はいただけるのかなというのはあるんですが。 

○内山委員  余談だけど、東金の千葉学芸さん。あれは新千葉で提携されてやられてい

ますけどもね。 

○横山部会長  今、ちょっと計算していただきましたけど、それを踏まえて何かご意見。

変わるというところまではないですかね。もうちょっと市の評価を上げるべきだという、

あるかもしれませんけれども、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  じゃあ、意見は変わらずということで。 
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 じゃあ、進めさせていただきます。最後に議題３の「その他」についてですが、事務局

から何かありますでしょうか。 

○小名木文化振興課長  それでは、今後の予定についてご説明させていただきます。 

 本日、委員の皆様よりいただきましたご意見等につきましては、部会長から市民局指定

管理者選定評価委員会の会長にご報告をいただきまして、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評価シートに記載

し、市ホームページに掲載し、公表いたしますとともに、指定管理者へ通知をいたします。 

 また、本日の会議録及び委員会会長からの答申につきましても、市ホームページで公表

することとなります。公表の時期などが決まり次第、委員の皆様にはご報告させていただ

きます。 

 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。 

 また、第２回スポーツ部会でございますが、７月１８日、火曜日を予定しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 私からは、以上でございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ただいまのご説明について、何か質問、ご意見はございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  ７月１８日は、まだ、具体的な時間等はご指定いただけるんですね。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○横山部会長  じゃあ、前もってご連絡いただけるということでよろしいでしょうか。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○横山部会長  そのほか、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  それでは、皆様方のご協力によりまして、本日の委員会は、全て終了い

たしました。ありがとうございました。 

 では、事務局にお返しします。 

○渡邊文化振興課長補佐  長時間にわたりまして、慎重なご審議をいただき、どうもあ

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回スポー

ツ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。 

 


