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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回若葉区役所部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月６日（木） １０：００～１１：３０   

 

２ 場所：若葉区役所 ２階 講堂３ 

 

３ 出席者： 

（１）委員 

稲垣 總一郎委員（部会長）、吉田 恵美委員（副部会長）、秋元 稔委員、 

淡路 睦委員、田部井 正次郎委員 

（２）事務局 

青木若葉区長、岡本地域づくり支援室長、加藤主査、平川主任主事、川野主事、 

村田主事 

 

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 千葉市若葉区都賀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、稲垣委員を部会長に、吉田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 千葉市若葉区都賀コミュニティセンター 

平成２８年度に千葉市若葉区都賀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  大変お待たせしました。定刻となりましたので、これより開催させてい

ただきたいと思います。 

 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回若葉区役所

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地域づくり支援室の加藤と申し
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議でございますが、市の情報公開条例第２５条に基づき、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。 

 次に、委員の皆様のご紹介をさせていただきます。 

 五十音順にお名前をお呼びさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 若松中学校区町内自治会連絡協議会会長でいらっしゃいます、秋元委員でございます。 

 続きまして、千葉銀行地方創生部副部長、淡路委員でございます。 

 次に、弁護士でいらっしゃいます、稲垣委員でございます。 

 次に、元城西国際大学観光学部講師でいらっしゃいます、田部井委員でございます。 

 最後に、公認会計士でいらっしゃいます、吉田委員でございます。 

 お願いします。 

 続きまして、職員のご紹介をいたします。 

 まず、若葉区長の青木でございます。 

 続いて、地域振興課の職員をご紹介いたします。 

地域づくり支援室、室長の岡本でございます。 

 地域づくり支援室主任主事の平川でございます。 

 地域づくり支援室の川野主事でございます。 

 地域づくり支援室、村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、若葉区長の青木からご挨拶を申し上げます。 

○青木若葉区長  皆さん、おはようございます。この４月から区長を務めさせていただ

いております、青木でございます。よろしくお願いいたします。 

 また、委員の皆様にはお忙しい中、部会のほうに、ご出席いただきありがとうございま

す。また、開催に当たり、委員の就任を快くお引き受けいただき、本当にありがとうござ

います。２年間、よろしくお願いいたします。 

 この条例で設置されている部会でございますが、対象となる施設は、都賀のコミュニテ

ィセンターになります。都賀のコミュニティセンターは、地域の方の活動の拠点として、

やはり質の高いサービスを提供していかなければなりません。そういった中で、質の高い

サービスの提供のために、皆様方の専門的なその視点から活発にご議論をいただいて、ご

審議をいただければというふうに思っております。 

 本日は、改選後、初めての会議になりますので、まず部会長、副部会長を選任していた

だき、そして、コミュニティセンターの２８年度の年度評価をしていただきたいと思いま

す。委員の皆様方のこれまでのご意見を参考に、指定管理者の自主事業として、昨年度は

加曽利貝塚の関連の事業を開始し、そして、また自主事業も大幅に増やしたということで

ございます。どうか活発なご議論をお願いしたいと思います。本日はよろしくお願いをい

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。よろしい

でしょうか。 
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（なし） 

○事務局職員  次に、ファイルをお開きいただきたいと思います。資料１が、「千葉市

市民局指定管理者選定評価委員会第１回若葉区役所部会進行表」でございます。資料２が、

「若葉区役所部会委員名簿」。資料３が、「若葉区役所部会で審査する公の施設一覧」。

資料４－１から４－５については、千葉市若葉区都賀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シート」、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。 

 ここまではよろしいでしょうか。 

（なし） 

○事務局職員  ありがとうございます。 

 続いて、参考資料１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」。

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」。参考資料３が、「部会の設置について」。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。参考資料の５は、「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、「都賀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。 

 以上お配りしております。おそろいでしょうか。 

（はい） 

○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。 

 本日の出席委員は、全委員さんの出席となっておりますので、千葉市公の施設に係る指

定管理者の選定等に関する条例第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、青木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、青木区長、議事進行をお願いいたします。 

○仮議長（青木若葉区長）  ご承認を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、まず、議題１の「部会長及び副部会長の選出について」入らせていただきま

す。部会長の役割といたしましては、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、部会長に事故あるときは、その職務を代理していただき

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、互選により選出いたしたいと思います。 

 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。 

 お願いいたします。 

○秋元委員  幅広い見識をお持ちの、弁護士の稲垣さんに部会長をということで推薦を
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させていただきたいと思います。 

○仮議長（青木若葉区長）  ありがとうございます。 

 ただいま、稲垣委員を部会長にという推薦をいただきましたが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（青木若葉区長） ありがとうございます。 

 ほかに意見なく賛成ということで、稲垣委員を部会長に決定したいと思います。 

 それでは、稲垣委員に部会長をお願いいたします。 

 続きまして、副部会長の選出を行います。 

 こちらも互選により選出することとなっております。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。 

○秋元委員  公認会計士の吉田さんを推薦いたします。 

○仮議長（青木若葉区長）  ただいま、吉田委員を副部会長にという推薦がありました

が、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○仮議長（青木若葉区長）  それでは、吉田委員を副部会長に決定したいと思います。 

 吉田委員、副部会長をよろしくお願いいたします。 

 稲垣部会長、それでは、部会長席へ移動をお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行は、稲垣部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

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

のほど、よろしくお願いします。 

 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」、入

らせていただきます。 

 まず、年度評価の概要について、事務局から説明をお願いします。 

○岡本地域づくり支援室長   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ています。このため、選定評価委

員会を開催し、委員の皆様から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、実施するものでございます。 

 次に、評価の方法についてですが、まず、市が現地視察、あるいは、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

等を踏まえて、指定管理者年度評価シートを作成します。 

 ここでお配りしてあります資料の４－１、「指定管理者年度評価シート」をご覧くださ

い。こちらの評価シートの概要についてご説明させていただきます。 

 評価シートは、大きく七つの項目に構成されております。まず、最初１番目が、施設名

称や設置目的など、「公の施設の基本情報」についてです。２番目について、こちら、指

定管理者名や構成団体などの「指定管理者の基本情報」についてです。３番目に、成果の

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」についてとなります。４

番目に、必須業務や自主事業などの「収支状況」についてです。５番目は、管理運営の履
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行状況などの「管理運営状況の評価」についてとなります。６番目は、指定管理者が行っ

たアンケート調査等の結果を記載した「利用者ニーズ・満足度等の把握」についてとなり

ます。そして、最後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」という形の七つから構成されております。 

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

について、ご説明をさせていただきます。 

 今のお手元の資料の中で、５番目の「管理運営状況の評価」、こちらの「（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など

を記載してあります。 

 市の評価については、先ほどお配りした別の参考資料５の「評価の目安」、こちらをあ

わせてご覧いただくようお願いします。 

 今までも評価の目安というのはあったのですけれども、全市的に評価の基準を一定程度

統一するために、新たに今回、「評価の目安」というものが定められました。こちらはあ

くまでも目安を示すものでありますので、総合的に判断してこれと異なる評価をすること

や、選定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。具体例でいいますと、指定管理者が管理運営の基準を超える提案

を行い、なおかつ、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「◎」となります。また、それを確認した結果、基準を上回る管理運営を行われている

場合、確認結果が「◎」となり、点数がプラスの２．５点となります。このように算出し

た評価点から、評価項目に対するモニタリング項目１項目当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段階評価で評価を行います。 

 こちらも具体例を挙げますと、算出した平均値が仮にプラスの１．５以上で、なおかつ、

いずれのモニタリング項目の結果に「×」がない場合、評価が「Ａ」という形になります。 

 また、年度評価の先ほどの今度は７番の「総括」のほうをご覧いただきたいのですが、

「総括」の中に市の評価というところについて書いてあります。年度評価シートの５番の

「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段階で評価を行っております。 

 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」、なおかつ、

評価項目の１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」となっております。 

 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、業務の効率化の方策、

改善を要する点、指定管理者の倒産、あるいは、撤退等のリスクを把握するために、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、こ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、年度評価シートの先ほどの７番、「総括」の
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「（３）市民局指定管理者選定評価委員会の意見」の欄に記載をさせていただきます。 

 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。 

 なお、この後、２８年度のコミュニティセンターの指定管理の評価についての説明は、

後ほど移らせていただきます。 

 私のほうからは以上です。 

○稲垣部会長  今のご説明ですが、この資料自体についての質問です。中身ではありま

せん。特にないでしょうか。 

（なし） 

○稲垣部会長  次に、都賀コミュニティセンターの年度評価に移ります。 

 説明お願いします。 

○事務局職員  それでは、資料４－１にあります、「指定管理者評価シート」について、

ご説明いたします。 

 １ページのうち、「１ 公の施設の基本情報」については、ご覧のとおりになっており

ます。 

 続きまして、「２ 指定管理者の基本情報」ですが、指定管理者はアクティオ株式会社、

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年間となっております。

このアクティオ株式会社は、平成１８年から継続的に都賀コミュニティセンターの指定管

理を行っている事業者でございます。 

 次に、「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」

につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 なお、「※」印にありますように、数値目標は選定時に設定した数値であり、市設定の

数値を上回るものについては括弧書きで表しております。 

 また、市の設定した数値目標は最終年度のみであるため、達成率は指定管理者の平成２

８年度数値目標から算出しております。 

 続きまして、２ページをご覧ください。「（２）その他利用状況を示す指標」につきま

しては、コミュニティまつりの参加人数と、幼児室、静養室利用者数を記載いたしました。 

 コミュニティまつりは９月２４日、２５日の土日で行われ、ダンス、ギター、書道など

の日ごろのサークル活動の発表と、若葉区内の中学校バレーボール大会を開催いたしまし

た。今回、新しい取組みとして、人型ロボット「ペッパー」を配置し、子どもたちがクイ

ズやダンスをして喜ばれておりました。来場者数は約５，１００人と、大変盛況でありま

した。 

 幼児室、静養室はフリーコーナーで、幼児室は小さなお子様連れの方が利用し、静養室

は、囲碁、将棋をされる方でにぎわっております。 

 次に、「４ 収支状況」をご覧ください。「（１）必須業務収支状況」について申し上

げます。指定管理委託料は、計画と同額でございます。利用料金収入は、施設稼働率が目

標に達しなかったため、計画から約６６万円の減でした。なお、大規模改修工事の公表に

より、早期に活動場所を移した団体が多くありまして、その影響が多少あったと考えてお



 

 ―７― 

ります。 

 その他収入は、コピー収入ですが、計画より４万６千円の減となっております。 

 次に、支出について申し上げます。まず、人件費ですが、平成２８年度の予約システム

の変更に伴う説明等に対応するため、スタッフの労働時間を増やしたことにより、計画よ

り６６万５千円の増となりました。 

 事務費管理費は、計画より約１４０万円の減額となりました。これは、新電力導入など

により、光熱水費が安価となったことなどが理由です。 

 委託料、その他事業費、本社費・共通費は、計画とおよそ同額となっております。その

他事業費は備品購入費になります。 

 続いて、３ページをご覧ください。「（２）自主事業収支状況」、「（３）収支状況」

につきましては、ご覧のとおりでございます。結果として、収支は１７万７千円のマイナ

スとなりまして、指定管理者から利益還元はございません。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」をご覧ください。「（１）管理運営による成果・実

績（成果指標の目標達成状況）」でございますが、組織の稼働率と体育館の利用者数につ

いて、いずれも成果指標の数値目標の８５％以上、１０５％未満であったことから、

「Ｃ」といたしました。 

 次に、「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についても、指定管理料の支出が選定

時の提案額と同額であったことから、「Ｃ」といたしました。 

 ４ページをご覧ください。「３ 管理運営の履行状況」の評価になります。先ほどの発

言にもありましたが、自己評価及び市の評価について、２回のモニタリング評価の点数の

積上げにより算出しております。その結果、「１ 市民の平等利用の確保・施設の適正管

理」から、「４ その他」まで、おおむね管理運営の基準、事業計画書等に定める水準ど

おりに管理運営が行われたとして、「Ｃ」と評価いたしました。特記事項につきましては、

各項目の評価した点などを記載してあります。 

 なお、評価シートの点数表は、評価シートの後ろのページに添付しております。 

 次に、５ページをご覧ください。「（４）市民局指定管理者選定評価委員会若葉区役所

部会意見を踏まえた対応」でございます。平成２８年度の部会の意見に対しまして、指定

管理者の対応を記載のとおり評価いたしました。 

 次に、「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」の「（１）指定管理者が行ったアンケー

ト調査」についてですが、昨年７月と今年１月に実施したものでございます。調査の結果

につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 回答者数は、合計で２，５０１人、年代は、アンケート結果によると６０歳以上が７

７％以上となっております。 

 調査の中では、質問項目「①スタッフの態度」、「②スタッフの言葉遣い」、「③スタ

ッフの身だしなみ」、「⑥施設の清掃」の項目では、「大変満足」・「満足」が６割を超

え、高い評価をいただいております。「④説明の分かりやすさ」、「⑤受付の待ち時間」

についても、数％ではございますが、「大変満足」・「満足」の割合が昨年度より増えて

おります。 

 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」でございますが、空調・冷房への意見とトイレの洋式化への意見が多く寄せられてお
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りました。工事予定を説明して、新しくなることを期待いただいております。また、駐車

場が少ないとの意見がありましたので、利用者の皆様に、窓口と掲示により公共交通機関

の利用のご協力をお願いしております。 

 続きまして、６ページから７ページにかけて、「７ 総括」でございます。「（１）指

定管理者による自己評価」ですが、評価は５段階評価の真ん中であります、「Ｃ」でござ

いました。所見には、指定管理者が力を入れて取り組んだ接遇、自主事業、利用者サービ

スの向上についての記載となっております。 

 次に、７ページにあります、「（２）市による評価」でございますが、参考資料５の

「評価の目安」から、評価は５段階評価の真ん中であります、「Ｃ」といたしました。所

見としましては、記載のとおりでございますが、月次報告書、年次報告書等において施設

管理状況を適正に報告している、委託事業である読み聞かせは市の基準以上の回数を実施

していることや、多数の親子が参加していることが評価できる。自主事業については、特

定の年代に偏らず、世代間の交流を促進する事業を実施している。利用者対応に関しては、

利用者への親切丁寧な対応を徹底しており、利用者アンケートの結果についても、おおむ

ね高評価であった。施設内の清掃状況についても、アンケート結果からおおむね高評価で

ありました。老朽化した施設の機器メンテナンスや修繕は、適切に対応されておりました。

提案事項にあった施設利用者への支援策としての機器類の導入、スカイウェル、マッサー

ジ器になりますが、あと、コピー機、Ｗｉ－Ｆｉなどが速やかに行われたことは評価でき

ました。 

 これらのことから、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判断されたためでございます。 

 「指定管理者評価シート」の説明につきましては、以上でございます。 

○稲垣部会長  ありがとうございます。 

 ただいま、１番から一通り説明いただいて、都賀コミュニティセンターの年度評価につ

いての評価案が示されましたが、これについて、質問のほかに、皆さんからご意見も聞か

せてもらいたいと思います。 

 どんなことでも結構です。評価そのものについての意見でも良いですし、ここが疑問だ

ということでもよろしいので、どうでしょうか。 

○稲垣部会長  全体との評価とは関係ないかもしれないですけど、このアンケート、せ

っかく書いている人の中で未記入１２０人ぐらいが、どこかにありますよね。 

○淡路委員  使用施設の未記入でしょうか。 

○稲垣部会長  未記入、そうですね。１２０人もいるって、質問の何か項目が書きにく

いのではないでしょうか。始めからアンケートに答えない人は別として、一応アンケート

に答えている人が、ここの問題に答えないってことですよね。もしかしたら、質問の仕方

が、どうやって答えたらいいかわからないような書き方なのでは。 

○淡路委員  使用施設と利用頻度も同じ１２０ですね。 

○稲垣部会長  アンケートそのものが、わかりにくいのでは。 

 それともう一つ、項目で、年齢ももちろん重要な要素ですけど、やっぱり社会は男女で

成り立っているから、男女の区別がないことが気になる。 

 いろんな自主事業をやられていますが、子育てとか、アンケートで、どうだったのかな
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というのが、全然わからない感じを受けました。 

○淡路委員  普通セットで聞きますよね、年齢、性別とか。 

○吉田委員  今、千葉市は、ＬＧＢＴも先進的に取り組まれているから、あえて外され

たっていう経緯もひょっとしたら。その他、無回答みたいな欄をつければいいのかもしれ

ないですけど、ちょっとそういう配慮があり過ぎたのかもしれないですよ。 

○稲垣部会長  実態が見えないですよね。 

○吉田委員  だから、それに配慮した項目で、やはり男女も聞けるといいのかなと。 

○事務局職員  アンケートは年２回行っておりまして、２回目行った市内コミュニティ

センター共通のアンケートでは、今年から男女はとっておりません。１回目の指定管理者

独自のアンケートでは男女を取っておりました。このため、資料の共通部分には記載いた

しませんでした。 

○稲垣部会長  同じくアンケートですが、職業欄もわかりにくい。例えば、私みたいな

弁護士だとか八百屋さんだと、どこに書いていいか、さっぱりわからないですよ。 

○吉田委員  そうですよね。 

○稲垣部会長  先生もそうでしょうけど。 

○吉田委員  職業、何て書けばいいですかね。 

○淡路委員  未記入になってしまいますね。 

○稲垣部会長  むしろ、何だっていいから有職者か無職かっていうのは大きなくくりだ

と思うのですよね。どのような仕事でも構わないので、職業というか、何か働いています

か、働いていませんかという、要するにどういう人が使っているかという意味では、無職

の人か有職の人かが本来、知りたいとこかなと思うのですけど。 

○吉田委員  勤労者に含めたいという事でしょうね。 

○淡路委員  勤労者というと勤め人になりますか。 

○吉田委員  何かサラリーマン的なにおいがしますものね。 

○淡路委員  そうですね。自営業があるとよかったですね。 

○吉田委員  自営業はよくありますね。特に、職業はその他欄があってもよいですよね。 

○稲垣部会長  その他があったら、みんなそこへ入っちゃいますよね。ともかく働いて

いるのかどうかというのも大きなくくりだろうと思うのですよね。働いている人が、どう

やって施設を利用しているか。そんな感じを受けました。 

 皆さん、ほかにも何か。たまたま、アンケートのほうに行きましたが。 

○秋元委員  私、一番目立ったのは、２７年との比較で、自主事業が飛躍的に増えてい

るということと、加曽利貝塚関連含めて、世代間の交流深めるような、そういう事業がか

なり増えているという印象を受けました。 

 建物が古くて、メンテナンス等々は、これまでもかなり、アンケートを実施したりして

いろいろ工夫していますが、事業内容としては、そこが一番大きい気がいたします。 

 それから、本年度、改修工事が入っていますよね。だから、その影響で２８年度も若干

利用者がよそに移動したっていうことなのでしょうか。 

○事務局職員   はい、影響が出ております。 

○秋元委員  私、若松公民館の運営委員ってやっているので、利用者がぐっと逆に増え

ていまして。今まで利用していた方が利用できなくなっていたりするので、困った問題と
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なっています。都賀コミュニティの２９年度収支状況は更に厳しくなりますかね。 

○吉田委員  周りの施設では利用者が増加しているのですね。 

○稲垣部会長  どうぞ。 

○田部井委員  加曽利貝塚について、こういう形で実施されておりますけれども、たま

たま特別史跡の指定も決まって注目を浴びていますが、若葉区の地域性を活かして継続的

に自主事業として捉えていただきたいと思います。市のほうでも、特に教育委員会を始め、

いろいろな形でこれからも、いろいろＰＲ事業に力を入れて中長期的な捉え方をしていた

だきたいと思います。 

○青木若葉区長  今、所管している教育委員会のほうで、グランドデザインを今つくっ

ていますので、それが明らかになりましたら、若葉区がどういうかかわり合いができるか、

指定管理者とちょっと話をさせていただきたいと思います。 

○稲垣部会長  ほかに皆さん、何か。 

 別に、どの部分でもよいので、話があちこちいくことは必要だと思います、そうしない

と話が広がらないから。 

 改修の関係で客が減ったという、そういう流れはありますよね。記憶があいまいですが、

改修工事はもともと、指定管理者に応募するときから、織り込んでいる話で、もう一つは、

秋元さんがおっしゃったように、どこかの施設を改修したから客が都賀コミに来ていたと

いう流れもありましたよね。だからそれは減るということはわかっていたわけですよね。 

この応募自体がそれも前提であれば、そういう読みが悪かったということでしょうか。 

○事務局職員  具体的にいつから工事というところまでは募集時に出しておりませんで

した。劣化度調査前であったこともあり、改修工事の予定があることは示しましたけれど

も、工事期間や工事内容など、具体的なものは出しておりませんでした。 

○秋元委員  千城台コミュニティが工事で休館しましたね。 

○稲垣部会長  工事前からこんなに動いてしまうとは思わなかった、そういうことです

よね。 

○吉田委員  稲垣先生、私、事前質問でその辺やらせていただいて、ご回答ちょっと、

今日、手元には皆さんないですね。 

 ご回答いただいていて、まず、諸室については、告知でかなり皆さんの動きが早かった

っていうのがあったみたいですね。なので、ちょっとそれで減っていたのと。あと、体育

館に関しては雨漏りが発生して、１か月間使えなかったということで、その辺の利用料収

入の減があったのと。また、卓球台が故障もあったというふうにご回答いただいたのをご

報告します。 

○稲垣部会長  そうですね。 

○吉田委員  あと、修繕前だから、修理すべきところがいっぱいあったと。 

○稲垣部会長  一つに、よそから来ていた方は、それはもう予定どおり減ってしまいま

すよね、そういう意味で、減ったことは仕方がないとは思いますが。 

 それについて、皆さん、特にご意見ありませんか。 

○淡路委員  一旦減ってしまうと、その減った人はどこかで自分たちの居場所を確保し

ているので、そうするとそこから動かなくなってしまうのではないでしょうか。そのため、

改修が終わった時に、新しい利用者の方をその分増やすのか、あるいは、違うところで活
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動していらっしゃる人をもう一回引き戻すのか、何か対策が必要かなと思います。 

○稲垣部会長  そうですね。 

○吉田委員  先日の蘇我コミュニティのオープン告知が十分ではなくて、利用収入が減

りましたって話を、淡路委員と中央区のほうでしてきたばかりです。 

○稲垣部会長  そうなりますね。 

○秋元委員  事前の告知というのは大事ですね。 

○事務局職員  再開に合わせて、告知はしっかりやっていきたいと思っております。 

○吉田委員  移転されている場所にオープンしますと告知をさせていただくような形に

なるのでしょうか。また、オープンしたら、それで減りましたって話ですよね。 

○淡路委員  そうですね。 

○稲垣部会長  それと、このことと直接関係ない話ですけど、公共施設というのは、公

共輸送機関を使ってくださいとよく使いますが、今まで当然だと思っていたところですけ

ど、それは市の全体の政策だから、駐車場は増やせないことはわかりますが、今回それで

いいのかなって感じがしました。 

 他のコミュニティセンターでも、ここでも、それほど駅前にあるわけではないから、バ

スやら何やら乗り継いで、わざわざそこまでして来る人いるのでしょうか。 

 昔と違って、これを見ると６０歳以上はすごい数を占めている。現在は、年寄りがマイ

カーを乗りたいわけですよ。逆に足腰が弱っているから。若いころは１５分ぐらい歩くこ

とは何ともなかったけれど、年をとるとそれがすごい負担になる。駅から１５分だけでは

なく、自分の家から駅まで行って、また乗ってだと大変なものです。 

 ここでの議論ではすまないことですが、全体として考えるにあたって、実際、客は来る

のかなっていう。 

○青木若葉区長  実は、駐車場の問題も、あと庁舎の問題もありまして、若葉区役所の

建物と正面の保健福祉センターがありますが、実は６区の中で、恐らく中央区に続いて狭

い状態です。それで、若葉というのは地理的に、恐らく皆さん、ほかの区と違って車で利

用される方がほとんどで、駐車場も実はほぼ満車状態というのはわかっておりますが、ま

だ、市としてそこをどうやって解決するかというところまではいっておりません。 

 ただ、やはり、庁舎の問題、駐車場の問題は苦情もかなり来ていますので、これについ

ては区役所、ここを取りまとめているところへ問題は提起したいと思っています。 

○稲垣部会長  そうですね。 

○淡路委員  関連して、先ほど田部井委員がおっしゃったように、地域密着型事業みた

いな打ち出し方をなさって、加曽利貝塚を始め、地域の利用してくださる年齢層の方々に

合わせた様々な事業をなさっていて、市としても評価がされているところだと思うのです

が、苦情のようなところを見ると、応対とかではなくて、やはり駐車場の問題とか、それ

からモニタリングのところでも評価が低くなってしまう。相乗りをお願いしますというよ

うな対応をなさっているようですけれども、恐らく限界があって、その物理的な部分で、

ほかの様々なすばらしい事業をなさっていても評価が下がってしまうと、何かすごく残念

な感じがするので。そこを少し評価のところで配慮してもいいのかなというような気がし

ます。 

 先ほど、部会長おっしゃったとおり、いろいろな事情で、車でいらっしゃる方とか、あ
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と、前回ご一緒した中央部会では、ダンスなどでいらっしゃる方は、荷物が沢山あって、

やはり担いで来るというよりは、車のほうが便利というようなこと。あるいは、たくさん

の方が大きな部屋を利用されるときに一気に来てしまうとか、そういった事情もあるよう

なので。駐車場のところが総合的な評価のマイナスの主な要因にならないような配慮があ

るといいかなという気がいたします。 

○田部井委員  税務事務所ができて、どのぐらい駐車場が増えたのでしょうか。 

○事務局職員  駐車の台数自体は数えておりません。 

○田部井委員  利用者はどのくらい増えたのでしょうか。 

○事務局職員  そういう人数を図る仕組みがないので、ちょっと実数わかりません。 

○田部井委員  実際は増えていないことがあるかもしれない。 

○青木若葉区長  ですから、その曜日や時間帯、イベントなど、例えば税の確定申告の

時期にはどれぐらい増えるかとか、そういったことを把握していないので、今後必要だと

考えています。 

○田部井委員  そうですね。手当てするのにしても、根拠として。 

○青木若葉区長  はい。単にそういう声があるということではなくて、具体的に委員さ

んから出たように、モニタリングで低い評価になっているとか、そういったことも取りま

とめている課のほうへ、きちんと伝えたいと思っております。 

○稲垣部会長  管理者の責任じゃないですけどね。今、歩いて来ながら見たら思うのは、

車がちょっとしか止められないようで、これでどうするのかなって。 

○田部井委員  センターに止めたら、評価につながっちゃいますからね。 

○吉田委員  若葉区は車ですよね、ここにいらっしゃるにはね。 

○青木若葉区長  裏の駐車場は実際狭くて、それでそこにつながる道路、いわゆるモノ

レールのほうから入ってくる道路も狭いので、通り抜けができなくなってしまって、通行

を止めてしまっている状態です。ですから、この区役所が原因で道路を塞いでいるってい

う、なかなかそこは頭が痛いようなところですので、これについては本課の方へしっかり

とお伝えいたします。 

○淡路委員  一つ質問ですが、光熱水費が大きく減少した理由の中で、新電力の利用が

あったと思いますけど、具体的にどんなものを導入されたのでしょうか。 

○事務局職員  東京電力から、電力会社を解約して、電気の単価が。 

○淡路委員  東京電力から変えたのですか。 

○事務局職員  はい、変更しております。 

○淡路委員  それは、太陽光とかそういったものを使っている事業者ってことなのでし

ょうか。 

○事務局職員  直接、その事業者も東京電力から電気を買っているところのようですが、

電気単価が下がっております。 

○淡路委員  ありがとうございます。 

 何か私の私見ですけれども、評価の中でもたくさん評価すべき点がとても多く書いてあ

るのに、何で「Ｃ」なのかという気がしました。点数の足し算、引き算の関係とは思いま

すが。 

○事務局職員   標準で０点、通常どおりできていると０点で、特にプラス評価であっ



 

 ―１３― 

たものに対して１点。さらに、基準以上ということで２点、２．５点となりますが、この

項目が多い中で平均すると「Ｃ」評価になります。 

○淡路委員  項目が多いためですか。 

○事務局職員  はい。平均すると一つの項目が０．５以下となりまして、どうしても全

体としては「Ｃ」になってしまっています。今回、目安自体も初めて設定したものであり

まして、こちらを設定した業務改革推進課のほうでも、今回を取りまとめて、変更につい

ては考えていくという話がありました。 

○淡路委員  ありがとうございます。 

○吉田委員  そういう意味でちょっとお聞きしますけど、点数の中で、資料４－１のそ

の後の点数が細かく書いてあるところで、それの３ページ、「施設における事業の実施」、

「３ 施設の効用の発揮」の「自主事業の効果的な実施」で、１回目は「◎」で２点がつ

いていますが、２回目、数か月後には「○」になった、ちょっと評価が下がって、これが

そのまま例えば「◎」だったら、かなり高得点がついたのかなと思うのですけど、こうい

った点が急に下がってしまうというところが、考えづらいのですが。 

○事務局職員  モニタリングは前半と後半で２回実施しております。１回目につきまし

ては、七夕まつりワンコインコンサート、加曽利貝塚の観光という形で世代間交流事業が

実施されておりました。２回目の後半では、全体の交流に関する餅つき大会が中止になっ

ておりまして。 

○吉田委員  そこは安全面考慮しての中止ですよね。Ｏ１５７の影響で、全国的に餅つ

き大会やめましょうとなっていました。安全面を考慮したら、評価が下がるって、すごい

厳しくないですか。 

○事務局職員   「◎」は付けられなかったというところでございます。 

○吉田委員  今後は、指定管理者に餅つき大会に替わるような、こういった交流イベン

トをお願いしたく、ご依頼していく形ですかね。 

○事務局職員  はい。 

○吉田委員  ちょっと餅つき大会の復活は難しい風潮があると思っています。 

 わかりました。ありがとうございます。 

○稲垣部会長  細かく言えば、よい点があるかもしれませんけれども、結論ということ

で、「Ｃ」評価ですね、これはよろしいでしょうか、それとも、改めるべきだというご意

見はありますでしょうか。 

○淡路委員  評価自体はこれでよくて、こういう今さっきご説明あったように、評価項

目がとても多くて、「◎」が幾つかあっても平均すると評価されなくなるというところは、

市の担当課に伝えていただければと思います。 

○事務局職員  ５段階の評価は今回初めてなものですから、それについてのご意見はき

ちんと伝えるようにいたします。 

○稲垣部会長  では、そういうご意見があったということで、「Ｃ」評価自体はよろし

いですかね。 

（異議なし） 

○吉田委員  ここにも駐車場でマイナス２点って本当に大きいですね。全然評価されて

いないのに、マイナスの幅だけ大きい。 
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○淡路委員  そうですね。ちょっとお気の毒な感じがします。 

○吉田委員  すごい減点主義的な。 

○淡路委員  本当に、加曽利貝塚みたいなものを取り込んで何かやろうという、結構知

恵を絞らないとできないと思います。他の施設でやっていないことですから。自分のとこ

でしかできない、まねしてやるってもんじゃないので、そういうところでかなり工夫なさ

っていたり、あと翻訳機とか導入されて、前にここで意見が出た、いろんな国籍の方がこ

の地域は多いので、田部井委員もおっしゃっていたと思うのですけど、そういうところに

もきちっと対応なさっているのに、それが全部１個の評価項目に入っちゃって、ちょっと

だけの評価になっているっていうところがあったりするので、そういうところがすごくも

ったいない。 

○稲垣部会長  一つ大きな点にするかで、また点数の差をつけなきゃいけないと、難し

いですよね。 

○淡路委員  記述で評価されているので伝わる気がします。 

○秋元委員  コメント欄ですね。 

○淡路委員  はい。 

○稲垣部会長  そうですね、結局、言葉でどこを強調するかということで読み取っても

らうしかないですよね。同じ「Ｃ」でも、こういう点が評価できるというように。 

 この資料のほうの表現の仕方自体はどうですか。この、市の評価で。 

○田部井委員  児童向けに、遊び歌とか、絵本とかありますよね、それの、加曽利貝塚

の関連で縄文かるたというのが子供たちに人気があるのでどうかと思いました。 

○吉田委員  かるた大会をそれでやっていただいたら、餅つき大会に替わるイベントと

していいかもしれないですね。 

○事務局職員  自主事業の一つの案として指定管理者にお伝えいたします。 

○稲垣部会長  そうしますと、もともとの原案の自主事業についてはという欄の次に、

地域の特質を利用してというふうに追加するということで、よろしいですかね。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、そういうことで、本部会意見とさせていただきます。 

 それでは、次に、財務状況についての話に入ります。 

 傍聴人はおりませんね。 

 次に、年度評価として指定管理者の倒産、撤退リスクを把握することになっています。

これから「計算書類等」を基にして、管理者の財務状況に関する意見交換を行いますが、

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ます。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号のただし書きの

規程により、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の向上、業務の効

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、このまま続けたいと思います。 

 それでは、公認会計士である吉田委員から、指定管理者の財務状況に関して、「計算書

類等」を基に意見をいただきたいと思います。 

 どうぞ、お願いします。 
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（※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。） 

○稲垣部会長  では、よろしいですか。この件に関しては、撤退・倒産のリスクはない

ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、これを部会の意見とさせていただきます。 

 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、ここから公開とします。 

 傍聴人、いらっしゃらないから続けます。 

 次に、指定管理者の施設管理運営のサービス水準の向上、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を基に委員の皆様からご意見を伺う

ことになっておりますが、先ほど意見を聞いてしまったので、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  さきほどの確認になりますが、自主事業については幅広く実施されてい

るが、中止した餅つきについては、地域特性を活かした事業に変えて行うように。その他、

先ほど出た話としては、施設改修後の再開に向けて周知、案内を行って、利用者確保に努

めること、それでよろしいですか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  では、これを本部会からの意見とさせていただきます。 

 それでは、先ほどの財務状況を含めて、千葉市若葉区都賀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、本部会としての意見をまとめること

になります。詳細については、私と事務局で調整するということでご承認いただければと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 以上で、平成２８年度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を

終了します。 

 最後に、議題３、「その他」について、事務局からご説明お願いします。 

○岡本地域づくり支援室長  では、私のほうから今後の予定について、ご説明をさせて

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などにつきましては、稲垣部会長から選定

評価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」に記載をし、９月上旬までに市のホームページにて掲載し、公表することとしており

ます。それとともに、指定管理者にも通知をいたします。 

 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、市ホームページにて

公表することとなります。公表の時期などは決まり次第、委員の皆様にはご報告をさせて

いただきます。 

 なお、本日の部会の会議録につきましては、後日、委員の皆さんのご確認をお願いした
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いと考えておりますので、併せてよろしくお願いします。 

 私のほうからは以上であります。 

○稲垣部会長  ありがとうございました。 

 今のことについて、ほか、全体としてのご質問とかございますか。この際に確認してお

くことなど。 

外れるかもしれませんけど、これから６０歳から７５歳とか、この層が増える一方で

すよね。その点に対して、コミュニティのあり方って変わってくると思っています。 

要するに、今までコミュニティセンターっていうのは、体育館では訓練、スポーツ的

なものですが、７０代の人は別に、もう訓練じゃなくて、健康管理的な体操みたいな何か、

目的が違ってきますよね、健康維持が中心になってくると施設のあり方も変わってくるの

でしょうね。 

 結局、人が気楽に集まりやすいというか。そういうちょっと流れが変わってきていると

思います。祭りとか何か気楽に集まれるものだと多く集まるけど、決められたものだと嫌

だというか、よかったら立ちどまって見る、途中で離れていってもいいみたいな、そうい

う何ていうのかな、気楽な集まりがいいですよね。 

○吉田委員  常連になってしまえばよいのでしょうけど、初めての方を誘うには、そう

いった長い時間行っていて、好きな時間に行けると良いですよね。 

○稲垣部会長  簡単な立ち見席っていうのでしょうか、中に入っていくことが怖くて、

避けてしまうのではないかと思っています。 

○淡路委員  今のお話を伺って、全体が高齢化するというよりは、高齢者の層の層自体

が高齢化する、もっと６０代ではなくて、７０代以上が多くなるとか。地域でそういうこ

とが起きるとすれば、今おっしゃったとおり、気軽に行けるとか、よく、出かけるのがお

っくうになって、行くところもなくて、だけどそんなサークルに入って、毎週毎週お稽古

するとかっていうのは嫌だと。ちょっと行ってお茶飲んで、お話をして、また帰れるみた

いな場所があるといいよねっていう声は、実は高齢者のケアをしているような専門家の方

たちとかもおっしゃっているようで、例えば商店街で空いているところにそういうものを

つくられたりしておりますね。 

○秋元委員  居場所づくりですね。 

○淡路委員  そういう自由に使える部屋があると、もしかしたらいいかもしれないです

ね。歩いてこられるご近所の方が、ちょっと参加できる。 

○稲垣部会長  ちょっと、悪く言えば冷やかしになりますけど、そういうのも大事にし

ないと、１０回通わなければいけないみたいになると、ちょっと荷が重いと思う。 

○秋元委員  公民館のほうではフリーに使えるお部屋があって、お子さん連れとかお年

寄りが気楽に使えるというのもあったから、そういうことも加味したものを考えるか。 

 それから、千葉市で今、推奨しているシニアリーダーの養成と健康体操というのが、か

なりいろんな地域でやられていますよね。 

○青木若葉区長  若葉区では２３年からラジオ体操を推奨していまして、現在、区内４

８カ所で行われております。 

○稲垣部会長  そんなに行っているのですか。 

○青木若葉区長  実はラジオ体操が既に発展していて、中にはそれから防犯ウォーキン
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グに行ったり、子どもたちのセーフティーパトロールっていいますか、そういうものを行

ったりするグループもあります。 

○淡路委員  仲間ができるのですね、そこで。 

○吉田委員  毎日行っていて、来たいときに来られるのなら良いですよね。 

○稲垣部会長  それがいいですよね。何となく、そういう時代来ているかなと思うので

すよね。 

○吉田委員  既にそういう取組みされていらっしゃった。 

○稲垣部会長  では、このような程度でよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○稲垣部会長  どうもありがとうございました。 

 では、皆様方のご協力によって、本日の議事はすべて終了とさせていただきます。 

 それでは、事務局にお返しします。 

○事務局職員  それでは、慎重なご審議、長時間、皆様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回若葉区

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、本当にありがとうございました。 

 

 

 


