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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２回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年７月１８日（火） ９：３０～１５：４５ 

 

２ 場所：千葉市議会棟 ３階 第２委員会室 

 

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 

   安藤生活文化スポーツ部長 

小名木文化振興課長、渡邊文化振興課長補佐、吉野主査、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、椿主任主事、 

板屋主事、中村主事、白田主事 

石橋公園管理課長、林主事 

立石花見川区地域振興課地域づくり支援室長、加藤主任主事、相田主事 

 

４ 議題： 

（１）平成２８年度に指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価について 

  ア 千葉市花島コミュニティセンター 

  イ 千葉市都市公園施設 

  ウ 千葉市スポーツ施設 

  エ 千葉市こてはし温水プール 

  オ 千葉市大宮スポーツ広場 

  カ 千葉市宮崎スポーツ広場 

  キ 千葉ポートアリーナ 

  ク 千葉アイススケート場 

（２）千葉市民ゴルフ場の指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項につ

いて 

（３）今後の予定について 

（４）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）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について 

ア 千葉市花島コミュニティセンター 

平成２８年度に千葉市花島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。 
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イ 千葉市都市公園施設 

平成２８年度に千葉市都市公園施設の指定管理者の行った施設の管理に係る年度

評価について、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。 

ウ 千葉市スポーツ施設 

平成２８年度に千葉市スポーツ施設の指定管理者の行った施設の管理に係る年度

評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会としての意見を取

りまとめ、決定した。 

エ 千葉市こてはし温水プール 

平成２８年度に千葉市こてはし温水プールの指定管理者の行った施設の管理に係

る年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会としての意

見を取りまとめ、決定した。 

オ 千葉市大宮スポーツ広場 

平成２８年度に千葉市大宮スポーツ広場の指定管理者の行った施設の管理に係る

年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会としての意見

を取りまとめ、決定した。 

カ 千葉市宮崎スポーツ広場 

平成２８年度に千葉市宮崎スポーツ広場の指定管理者の行った施設の管理に係る

年度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会としての意見

を取りまとめ、決定した。 

キ 千葉ポートアリーナ 

平成２８年度に千葉ポートアリーナ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。 

ク 千葉アイススケート場 

平成２８年度に千葉アイススケート場の指定管理者の行った施設の管理に係る年

度評価について、施設所管課から説明の後、意見交換を経て、部会としての意見を

取りまとめ、決定した。 

（２）千葉市民ゴルフ場の指定管理者選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項につ

いて 

次期指定管理者の選定に係る募集条件、審査基準等に関する事項について、審議し

た。 

（３）今後の予定について 

   今後のスケジュールについて、事務局から説明した。 

（４）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： 

○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、お暑いところを

お集まりいただきまして、ありがとうございます。それでは、定刻となりましたので、平
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成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評価委員会第２回スポーツ部会を開催いたします。 

 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。 

 また、本日は夏季節電及び地球温暖化防止の一環として、職員は軽装とさせていただい

ておりますので、ご了承ください。 

 それでは、委員の方のご紹介ですが、前回の部会から変更はございませんので、お手元

のファイルの中の資料の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」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。 

 生活文化スポーツ部長の安藤でございます。 

 千葉市花見川区花島コミュニティセンターを所管します、花見川区地域振興課地域づく

り支援室長の立石でございます。 

千葉市都市公園施設を所管します、公園管理課長の石橋でございます。 

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、生活文化スポーツ部長の安藤からご挨拶を申し上げま

す。 

○安藤生活文化スポーツ部長  それでは、改めまして、おはようございます。 

本日は大変お忙しい中、そして、蒸し暑い中を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参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、日ごろから皆様方には、スポーツ行政はもとより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を申し上げる次第であります。 

 さて、本日の部会でございますけれども、各施設の昨年度の管理運営に対しましての年

度評価、並びに、公募施設として千葉市民ゴルフ場の募集条件、審査基準等のご審議をお

願いするものでございます。 

 案件が大変多くて長時間にわたる委員会となることが予想されますが、慎重なるご審議

をいただきまして、貴重なご意見を賜りますようお願いを申し上げ、ご挨拶にかえさせて

いただきます。どうぞ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。 

 お手元のファイルをお開きいただきまして、順に、「次第」、「席次表」が４枚、今年

度の選定評価委員会への「諮問書」。 

 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。資料１が「千葉市

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

指定管理者選定評価委員会スポーツ部会委員名簿」。資料３－１から５－２までが「千葉

市スポーツ施設等」の平成２８年度評価に関する資料になりますが、資料３－１が、千葉

市花見川区花島コミュニティセンターの「指定管理者年度評価シート」。資料３－２が

「指定管理者モニタリングレポート」。資料３－３が「事業計画書」。資料３－４が「事
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業報告書」。資料３－５が「計算書類等」。資料４－１が、「千葉市都市公園施設」の

「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５－１が、「千葉市スポーツ施設」の「指定管理者年度評価シート」。資料５－２が

「指定管理者モニタリングレポート」となっております。 

 続きまして、資料６から資料１０までは、順に、資料６が「千葉市こてはし温水プー

ル」。資料７が「千葉市大宮スポーツ広場」。資料８が「千葉市宮崎スポーツ広場」。資

料９が「千葉ポートアリーナ」。資料１０が「千葉アイススケート場」に関する資料でご

ざいまして、枝番号１から５につきましては、順に枝番号の１が「年度評価シート」。２

が「モニタリングレポート」。３が「事業計画書」。４が「事業報告」。５が「計算書類

等」となっております。 

 なお、資料６のほうなのですけれども、こてはし温水プールの計算書類の関係なのです

が、日本メックス株式会社の「事業報告書 第４４期」、こちらのほうが資料の中から漏

れておりましたので、本日、机の上に配付させていただきました。申し訳ありませんでし

た。 

 続きまして、資料１１は「千葉市民ゴルフ場」の募集条件、審査基準等に関する資料で、

資料１１－１が「指定管理者募集要項」。資料１１－２が「指定管理者管理運営の基準」。

資料１１－３が「指定管理者指定申請書類」。資料１１－４が「管理に関する基本協定

書」。資料１１－５は「指定管理予定候補者選定基準」。それぞれ「（案）」となってお

ります。次に、資料１２ですが、今後の「次期指定管理予定候補者選定の流れ」となって

おります。 

 続きまして、参考資料ですが、参考資料１が年度評価シートの「評価の目安」。参考資

料２は、各施設について、これまでの選定評価委員会で出されました意見等及びその対応

について示したものでございます。 

枝番号の１から８につきましては、今回ご審議いただきます「千葉市花見川区花島コ

ミュニティセンター」から「アイススケート場」までのものとなっております。参考資料

３が、募集審査の案件となっている千葉市民ゴルフ場の「設置管理条例・管理規則」。 

参考資料４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５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６が「部会の設置について」。参考資料７が「スポーツ部会で審議する公の施設

一覧」。参考資料８が「千葉市情報公開条例及び施行規則 抜粋」となっております。 

 以上をお配りしております。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） 

○渡邊文化振興課長補佐  それでは、続きまして、会議の成立についてご報告いたしま

す。 

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

定管理者の選定等に関する条例第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、小川委員につきましては、所用により午前中のみの出席となりますが、午後につ

きましても、半数以上のご出席ですので、会議は成立してございます。 
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 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存じます。よろし

くお願いいたします。 

○横山部会長  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。 

 始めに、議題１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につ

いて」に入らせていただきます。 

 それでは、まず、千葉市スポーツ施設等のうち、千葉市花見川区花島コミュニティセン

ターについて、施設所管課より説明をお願いします。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  花見川区地域振興課の立石でございます。よろし

くお願いいたします。恐れ入ります、座って説明させていただきます。 

 それでは、資料３－１「平成２８年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず、１ページの「１ 公の施設の基本情報」ですが、ビジョンは、コミュニティ活動

を促進し、市民の連帯感を醸成することで、市民主体の住みよいまちづくりを推進するこ

とです。 

 ミッションは、コミュニティ活動の場を低廉な料金で安定的に供給すること。地域の特

性を踏まえ、コミュニティ活動の契機となる事業を企画・実施すること。コミュニティ活

動を行う上で必要とされる情報発信の場となることです。 

 また、成果指標としまして、施設稼働率を設定しており、その数値の目標は、指定期間

最終年度において３６％及び平成２８年度において３２％となっております。 

 なお、これらの数値目標は、指定管理者の選定時に設定したものであり、括弧書きで市

から示した数値目標の基準を記載しております。指定管理者より市が示した基準を上回る

数値目標の提案をいただいたため、これを数値目標としております。 

 次に「２ 指定管理者の基本情報」についてですが、指定管理者は、スポーツクラブＮ

ＡＳ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

でございます。 

 次に「３ 管理運営の成果・実績」です。 

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

度の数値目標３２％に対し、平成２８年度の実績は３１．６％で、達成率は９８．８％で

ございます。 

続いて「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、各種教室・講座の開催数及び施

設利用者数について、指定管理者が数値目標を設定しております。 

まず、各種教室・講座の開催数は、平成２８年度の数値目標５０教室に対し、平成２

８年度の実績は４２教室であります。 

また、施設利用者数は、平成２８年度の数値目標７万８千人に対し、平成２８年度の

実績は７万６，３７５人であります。 

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

入」については、稼働率が数値目標に届かなかったことから、利用料金収入の実績額が計

画額と比べて減少をしております。 

「イ 支出」については、計画額と比べて全体的に減少しており、全体の支出として
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は、計画額と比べおよそ３４０万円の削減となっております。主な理由としましては、人

件費において、労務管理を徹底し、時間外勤務を削減したこと、また、事務費・管理費に

おいて、事務機器等の購入の際に、複数業者での見積もり合わせを行うなどの企業努力に

より削減したことが挙げられます。 

次に、３ページ目「（２）自主事業収支状況」につきましては、収入額が７３万６千

円、支出額が８５万８千円となっております。 

「（３）収支状況」としましては、総収入額は２，６７５万３千円に対し、総支出額

は２，３５５万６千円となり、３１９万７千円の黒字となっております。 

なお、これによる利益の還元はございません。 

次に「５ 管理運営状況の評価」ですが、「（１）管理運営による成果・実績」です

が、下の点線の中に記載された基準に沿って評価をしております。施設稼働率は目標３

２％に対し、達成率が９８．８％であるため、「Ｃ」評価としております。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

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

定時の提案額と同額であるため「Ｃ」と評価しております。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」についてですが、市で行っている年２回のモニタリ

ングの結果に基づき、「Ａ」から「Ｅ」の５段階で評価をしております。モニタリングの

結果について主なものを特記事項に記載しております。 

 なお、モニタリング結果の詳細は、資料３－２「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。 

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

価としております。避難所運営委員会が開催した避難所体験訓練にも参加するなど、避難

所の運営委員会と適切に連携し、災害時の対応に備えています。 

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

「Ｃ」評価としております。安全研修やＣＳＲ研修、受付業務研修など、多彩な研修を実

施しております。また、職員全員が初級救命講習を受講しています。 

次に、「（２）施設の維持管理業務」ですが、「Ｃ」評価としております。施設ごと

の情報をクラウドを活用した施設管理システムで一括管理をしております。このシステム

により、モバイル対応による迅速な修繕対応・報告、点検・保守業務の管理徹底、ＣＯ２

削減などの環境への配慮、コストを意識した管理を行っております。 

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

は、「Ｃ」評価としております。花島公園、スポーツ施設、コミュニティセンターの複合

施設としての強みを生かした施策として、スポーツ施設の利用者に対して、講習会や検定

の昇段試験の採点など、諸室を活用していただくよう提案し、稼働率の向上を図っており

ます。また、花島コミュニティセンターに特化したチラシを作成し、配布をしております。 

次に、「（２）利用者サービスの充実」については、「Ｃ」評価としております。サ

ークルの会員募集の際に体験会の開催を提案・実施するなど、積極的にかかわり、サーク

ル化につなげた点は評価をしております。また、ロビーの配架物のレイアウトを改善した

ほか、健康レシピや川柳など、利用者が手に取りやすい配架物を配架し、職員と利用者が

会話する機会をつくっております。 



 

 ―７― 

次に「（３）施設における事業の実施」については、「Ｃ」評価としております。特

記事項の２点目に記載しておりますが、指定管理者の特徴であるスポーツ系事業を数多く

開催し、高齢者や障害者も参加しております。参加者が催行人数に満たず、中止となる事

業が１５事業と多くあったことについて、改善を期待したいと思っています。 

最後に、評価項目「４ その他」については、「Ｃ」評価としております。 

続いて、５ページをお願いいたします。 

「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」ですが、指定管理者において９月と１月の年

２回アンケート調査を行っておりまして、その結果を記載しております。 

 全体を通じて、「不満足」や「非常に不満足」という回答は少ないものの、回答者数が

１回目３４人、２回目２０人と非常に少なかったため、より多くの回答をいただけるよう、

アンケートの実施方法の検討を指定管理者に指示をしております。 

 また、６ページ「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」について

ですが、備品のご要望に対し、適切に対応をしております。 

最後に「７ 総括」です。 

 まず「（１）指定管理者による自己評価」は、「Ｃ」評価としております。 

また「（２）市による評価」ですが、市の総括評価としては「Ｃ」評価としておりま

す。 

その所見として、１点目、サークルの会員募集の際に体験会を提案・実施するなど、

積極的にかかわり、サークル化につなげた実績があり、また、スポーツ施設の利用者に対

し、講習会や検定の昇段試験の採点などで諸室を活用していただくよう提案するなど、利

用者と積極的にコミュニケーションをとり、利用促進を図っている点が評価できます。 

 ２点目として、稼働率、各種教室・講座の開催数ともに目標に到達していないため、向

上を期待したいと思います。 

 ３点目として、指定管理者の特徴であるスポーツ系事業を多く開催しておりますが、参

加者が催行人数に満たず、中止となる事業も多くあったため、事業の企画や参加者の募集

方法について改善を期待しております。 

 これらを総合的に判断した結果、「Ｃ」評価としました。 

花島コミュニティセンターの説明については、以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 質問の機会は後にとらせていただきたいと思います。 

 ただいま所管課のほうから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おります。 

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いたします。 

 なお、その後に行います指定管理者の市の評価の妥当性、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再び公

開といたします。 
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 現在、傍聴人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。 

（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  そうしますと、特に質問等ほかにはございませんけれども、財務状況に

関しまして、委員会の意見としましては、増収増益であるから倒産・撤退のリスクについ

てはないということになろうかと思いますが、これを本部会の意見としてよろしいでしょ

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市の評価の妥当性、施設管理運営のサービス水準向上、

業務効率化の方策、また、改善を要する点等に関する意見交換については公開といたしま

す。 

 傍聴人の方はいらっしゃいませんので、このまま進めたいと思います。 

 では、今申し上げた点について、「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。あわせて質問の機会とさせていただきたいと思いますが、

何かございますでしょうか。 

 小川委員。 

○小川委員  催行人数が募集人員に満たないで中止になった事業は１５事業あるという

ことですが、これは主にどういう種類の事業だったのか、どこかに書いてありますか。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  ご説明はしたんですけど、この指定管理者のほう

が、ヨガとか、ピラティスとか、全部で８回、そういうコースをやっている講座が多かっ

たです。全８回を受けないとだめということだったので。その前の指定管理者は１回でも

いいですよ、ということを言っていたので、その辺はちょっと改善してほしいということ

で、指定管理者のほうにはこちらからお願いしております。 

○横山部会長  どこかに資料がありましたよね。今、ぱっと出てきませんけど。何か全

施設通じて。もしくは事務局のほうで資料番号はわかりますか。 

○花見川区地域づくり支援室  資料３－４の３９ページです。 

○横山部会長  横向きになっていますよね。 

 私のほうから関連して質問なんですけれども、資料３－１の一番下のところで、「管理

運営の成果・実績」の「その他利用状況を示す指標」というので、各種教室、５０を予定

して４２の実績と書いてあるんですけれども、この４２というのは本来、計画としては中

止の１５を足した５７を予定していたという、そういうことなんでしょうかね。それとも、

４２から実際１５が中止になっているから。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  もともと４２しか計画していなかったそうです。 

○横山部会長  実績としては、そこから１５引くということになるんですかね。そうす

るともっと少ないということでしょうか。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  はい。 

○横山部会長  ２７かな。そういう理解でよろしいですか。 
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○立石花見川区地域づくり支援室長  はい。 

○横山部会長  特にご質問、ご意見はありませんけれども、今回から市の評価の妥当性

についても評価することになっておりまして、市が総じて「Ｃ」という評価、これは５段

階中の真ん中ということで及第点をつけているわけですけれども、いかがですかね。 

 谷藤委員。 

○谷藤委員  質問も含めなんですが。 

○横山部会長  では、先に質問をお願いします。 

○谷藤委員  資料３－１の４ページで、自己評価が「Ｂ」だけれども、市としては

「Ｃ」になったのは、当事者のほうは計画よりやったというふうに言っているわけですよ

ね「Ｂ」ですので。でも、そんなことないよという、そのギャップが何だったのかという

のと。 

 それから、先ほど挙がりました１５事業中止になったというところですが、計画の段階

ではちょっと少なく、更に計画どおりにはいかなかったけれども、評価としては「Ｃ」と

いうのは計画どおりにいったということだったと思うので、そこの説明も少しいただきた

いと思います。 

○花見川区地域づくり支援室  ４ページ目の。 

○横山部会長  資料３－１ですね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  はい。資料３－１の４ページ目の「自己評価」が

「Ｂ」ということなんですけど、これはちょっとヒアリングしたところ、先ほどもちょっ

と言ったんですけど、避難所運営委員会とか、そういう災害時の対応を図っているという

ことで、「Ｂ」評価としたようなことなのですけど。 

 一応、市としましては、使用許可業務に係る審査基準等というものがございまして、そ

れを館内とか、ホームページで公表することになっているんですけど、その辺がモニタリ

ングのときにやっていなかったということがわかっていたので、総合的に判断して、

「Ｃ」という形にしました。 

○横山部会長  ごめんなさい、それ、今、資料３－１の４ページの（３）の１のところ

のお話ということですね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  そうです。 

○横山部会長  ご回答のほうは、（３）の３の話じゃないのですか。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  （３）の１の。 

○谷藤委員  （３）の１のお話ですよね。私、二つ一遍に質問してしまったので、一つ

目のご回答ですよね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  （３）の１の回答でございます。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  いや、ごめんなさい。回答であった、そのホームページで何か開示して

いないとかというのは、ほかの項目についての話ではないんですか。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  いえ、この審査基準というのをホームページでも

公開しなくてはいけないんですよね。こういうことをやっていなかったので、関係法令上

の遵守がちょっとまずいんじゃないかということで、「Ｃ」評価という形にしました。 

○横山部会長  いや、それはですから、資料３－２の３ページ目の３の（１）のウのと
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ころですよね。「×」がついていますけど。 

○谷藤委員  そうですね。その詳細が、ということですよね。 

○花見川区地域づくり支援室  すみません。ご指摘なのは資料３－２の「モニタリング

レポート」についてのご説明になります。資料３－２の３ページ目のところに「３ 施設

の適正な管理」の「（１）関係法令等の遵守」とありまして、その中の「ウ 行政手続の

明確化」というところをモニタリングで確認しています。 

 わかりづらいですが、この３の（１）という項目は、資料３－１の「年度評価シート」

の中の「１ 市民の平等利用の確保、施設の適正管理」という項目にまとめて反映するル

ールになっておりまして、ちょっとこのモニタリングレポートと１対１の形にはなっては

いないのですが、３の（１）は「市民の平等利用の確保・施設の適正管理」という項目に

含めて評価をしておりますので、先ほど担当課長のほうからご説明いたしましたとおり、

総合的判断で、「Ｃ」と評価をしております。 

○横山部会長  ありがとうございました。私の理解が不十分で失礼しました。 

○谷藤委員  これはでも、その後、改善されたんですよね、その「×」のところは、そ

の後は。 

○花見川区地域づくり支援室  ２回目のモニタリングでは改善しております。 

○谷藤委員  （３）の３の（３）の二つ目のところの「Ｃ」ですよね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  もう一度、すみません。 

○谷藤委員  （３）の３の（３）の、先ほど話題になった事業が中止になったというと

ころで、集まらなくて中止になった事業が多くあったけれども、計画書どおりだったとい

う「Ｃ」は、なぜですかという質問です。 

○横山部会長  資料３－１の４ページの下から二つ目の「Ｃ」のところですよね。 

○谷藤委員  はい。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  一応、これらについては、たまたま１５事業とい

うことで中止になってしまったのですけど、先ほど言った全８回という教室を全部受講し

なければいけないということがあって中止になったのですけど。 

 あと、そのほかの事業に関しては、積極的にモニタリングの結果からやっていただいて

いるので、「Ｃ」評価という形になりました。 

○横山部会長  資料３－２のモニタリングレポートのほうは、５ページ目ですけど「自

主事業の効果的な実施」というところに関しては特に。それぞれの項目についてはすべて

「○」という。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  コミュニティセンターの場合、項目がいっぱいあ

って、それごとに評価しているんで、どうしても「Ｃ」に偏る形になってしまいます。 

○横山部会長  平準化していってしまうということですね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  そうですね。 

○横山部会長  じゃあ、質問としてはよろしいでしょうか。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  じゃあ、それを踏まえてご意見をいただければと思います。 

○谷藤委員  意見としては、今のご説明で大体はわかるんですけど、「Ｃ」が大体だっ

たので、個別に言うとひょっとしたら「Ｄ」かもしれないのですけれど、全体としては
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「Ｃ」だからというので、ここを「Ｃ」という評価にするのですよね。 

 この評価の内容で言うと、おおむねというのがどこまでか、ということではあるのです

が、そのできなかった部分を何をしたら「Ｂ」とか、そういうのを合わせて全体としてお

おむねというのはわかるんですけど。できなかったところがあるのであれば、やっぱりち

ょっとこの文面的には、「Ｄ」かなと、意見としては思います。細かいところで言うと、

そのトータルで「Ｃ」というのはいいかと思うのですが、今後の改善のためには、できて

ないところはできてないよと言うことで、改善をもっと促せるのかなというふうに思いま

す。 

○横山部会長  資料３－１の４ページの「（３）管理運営の履行状況」の３の（３）の

下から二つ目の「Ｃ」の部分は、妥当ではないのではないかと。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  ご意見としては、「Ｄ」ぐらいではないかと、そういうご意見ですね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 この点に関しては、ほかの委員さん、いかがでしょうかね。 

 小川委員。 

○小川委員  そうですね。確かに、廃止事業が１５事業だと、逆算して２７事業ですか。

何かその割合から言うと、かなりちょっと廃止事業が多いような気もするのですけれども、

どうなんですかね。でも、人数から言うとそんなに、ほかの事業が結構あってカバーでき

て、人数的には計画の人数を十分に。いいんですかね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  今、委員さんのほうからご指摘があったのですけ

れども、評価方法というのが変わりまして、どうしても項目数が多くて「Ｃ」になっちゃ

うので、「Ｄ」とか「Ｂ」とか「Ａ」というのは出にくい状況になっていますので、その

辺はちょっと検討していかなくてはいけないのかなとは思っております。 

○横山部会長  ただ、チェックシートに絶対的に拘束されるものではないですよね。評

価の目安ということで、これはつくられているのですよね。ですから、実際に印象が違う

ということであれば、思い切って違う評価をつけていただいてもいいのではないですかね。 

 小川委員も「Ｄ」が相当ではないかという、そういうご意見でしょうか。 

○小川委員  いや、ちょっと。 

○横山部会長  まあ、意見ですから。 

○小川委員  いや、「Ｃ」でもいいと思います。この事業の総数からいったら、１５事

業が廃止というのは大きいように感じがするんですが、今言ったように相対的にこの利用

した人数からいうと、この１５事業が廃止になった割には、その利用人数が減っていない

ということをここに書いたほうがいいですかね、これね。 

○横山部会長  ぎりぎり「Ｃ」ということでしょうか。わかりました。 

 ほかに、この点はよろしいですか。何かありますか。 

 どうぞ。 

○小野寺委員  私もついついこういうやつは、１５事業、結果として廃止になって、そ

の結果、施設の稼働率、あるいは、利用人数が目標に達しなかったことに影響したのでは

ないかなとも考えられますので、この新基準で平準化しちゃうということがありますけれ
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ども、私もイメージとしては、この（３）の３の（３）、こちらについては、「Ｄ」のほ

うが妥当じゃないかなと思います。 

 その他の全体としては、６ページの総括の評価のところは、指定管理者自身も「Ｃ」評

価ですし、市の評価も「Ｃ」、この辺は最終結論はいいとは思います。 

○横山部会長  谷藤委員は、６ページの「市による総合評価」については、特に異論な

しでよろしいですか。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  わかりました。 

内山委員もよろしいですかね、そのあたりについては。 

○内山委員  そうですね、これ、計画の８５から１０５ぐらいの間は大体「Ｃ」という

ことを言われてますので。その範囲内かなと思って「Ｃ」が妥当かなと。 

○横山部会長  わかりました。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  すみません、ちょっと私のほうから一つ。 

 このコミュニティセンターは今年度、ＮＡＳさんに替わりまして、ＮＡＳさんにとって

はコミュニティセンターは初めてということだと思います。まあ、それなりに頑張ってい

るのかなと思いますが、ちょっと情緒的な意見ですけれども、ほかのスポーツ施設、後ほ

ど改めて申し上げますけれども、結構、頑張っていらっしゃるのに、ここのコミュニティ

センターはちょっといまいちかなという、そういう印象です。 

 ＮＡＳさんは、この花島公園の他のスポーツ施設に関しても管理者としてやっていらっ

しゃいますので、そことうまく組み合わせて、もうちょっと稼働率とか上げられるのでは

ないかなと。あるいは、認知度を上げられるのではないかなという気がしますので、その

点、頑張っていただきたいというふうに思います。 

 なので、意見としては、そうですね、他の施設とも複合的に利用することによって稼働

率を上げていただきたいというような、そんな意見でしょうかね、申し上げたいと思いま

す。 

 どうぞ。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  一応、花見川地区というのは高齢化率がすごい高

いのですね。花島地区で４０％の高齢化率ということで、なかなかやっぱり交通の便もす

ごい花島は悪いというので、近くの公民館とかには高齢者の方も行くのですけど、なかな

か車がないと来られないとかあるので、その辺をちょっと改善しなくてはいけないと思う

ので、公民館等の事業と被らないような形で事業をしてもらって、どんどん、高齢者の方

に優しい事業を企画してもらって、出てきてもらうとかすればいいのかなということでお

願いはしてございます。 

○横山部会長  ありがとうございます。そういう意見も踏まえて頑張っていただきたい

ということでしょうかね。 

 ほかにご意見はございますか。 

 内山委員、何か改善を要する点などについて。 

○内山委員  別にありません。 
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○横山部会長  よろしいでしょうかね。ちょっと稼働率が低いということではあります

けれども。 

○内山委員  そうですね。これは前の管理者も、やっぱりこれぐらいの稼働率で、上げ

てくれ上げてくれというのを、前も努力して、というお話はされていましたけど、結局、

やっぱり同じくらいの、３０前後で稼働されていますけど。課長さんが言われたとおり、

たしか花見川区というのは、これアンケートを見ても、６０歳以上か８０歳以上が約９

０％近くはアンケートに答えていますから、だから、いかに高齢率が高いかということが、

これを見てもよくわかります。 

 だから、よっぽど足の便を上手にしてあげないと、なかなか参加者が出てこないかなと。

だから、その点を今度は工夫していただければ、また少しは稼働率が上がっていくかなと

思いますけれども。 

○横山部会長  逆に、若年層にももうちょっと働きかけても。 

○内山委員  そうですね、学生はゼロになっていますから、ちょっとその点を含めて。 

○横山部会長  幅広い年代に向けたという感じでしょうかね、そういう魅力ある事業を

展開してほしいと、そんなご意見でしょうか。 

○内山委員  はい。 

○横山部会長  谷藤委員、何かご意見ございますか。 

○谷藤委員  このフィットネスクラブ産業のほうが、高齢者とか、余り激しくない運動

をする人たち向けのプログラムをたくさん開発されていると思うので、もっと期待したい

なと思います。 

○横山部会長  逆にポテンシャルがある指定管理者さんだと思いますけど、そういうこ

とも期待しているということですね。 

 どうぞ、小川委員。 

○小川委員  通算して８回を義務づけたという、それが思うようにいかなかった最大の

要因なようなことだったんですけども、それは改善したのですか、その後では。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  平成２９年度に関しては、改善になっています。 

○小川委員  ちょっときついよね、全部出るのは。高齢者はね。 

○立石花見川区地域づくり支援室長  難しいと思います。 

○横山部会長  柔軟に企画をしていただくという。 

○小川委員  そうですね。 

 小野寺委員、何かありますか。 

○小野寺委員  サービスの向上でよろしいでしょうか。 

○横山部会長  はい。 

○小野寺委員  評価シートの５ページのアンケート結果がありまして、先ほど説明を受

けましたけれども、回答者数が極端に少ない。これ１回目少なくて、通常は２回目に改善

してほしいですけれども、１回目３４人に対して２回目も２０人と非常に少なくて、利用

者に対してこの人数だと、アンケートの統計の意味が余りないのではないかと思いますの

で、これについては何とか改善していただけるようにお願いをしたいなと思いました。 

○横山部会長  より広く利用者のニーズを探るという、そういうことでしょうかね。 

○小野寺委員  そうですね。母数が少ないので、少数意見しか、もしかしたらないかも
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しれないので、仮に未回答だとしても、まずは回答を集めることが、よりよいサービスに

つながるんじゃないかなと思うんですね。 

○小川委員  この回答はあれですか、これは窓口か何かにその回答用紙を置いておいて、

利用者がとって、書いていただくという方式なのですか。 

○横山部会長  ご意見箱というのは、置いてあるだけという感じなのでしょうかね。 

○小野寺委員  多分、これ、ほかにもうちょっと方法がありますよね。 

○小川委員  私が利用している施設のあすみが丘プラザは、アンケートをサークルごと

に事務所で渡すんですよね。帰りに書いて出すというか。 

○横山部会長  積極的に働きかけるということもあろうかと思います。 

○内山委員  自主的にはなかなか。 

○横山部会長  その点、改善の余地があるというところですかね。 

  ほかにご意見ございますでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、取りまとめをお願いします。 

 委員の皆様からさまざまなご意見をいただきましたが、市の評価の妥当性、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し

ましては、まず、市の評価の妥当性については、総合評価についてですけど、妥当である

という意見でした。 

 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、また、改善を要する点に

ついては、おおむね良好な施設運営が行われていると考えられますが、他の施設等を複合

的に利用することや、幅広い年代に向けた事業を展開することなどにより、稼働率の更な

る向上に努められたい。 

 もう一つ、利用者ニーズをより的確に把握するため、アンケートの配布方法について改

善されたい、そのような意見がございました。 

 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、これらを踏まえ、千葉市花見川区花島コミュニティセンター

の指定管理者の行った施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめ

ていくということになりますが、詳細につきましては、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。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。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、千葉市都市公園施設について、施設所管課より説明をお願いいたしま

す。 

○石橋公園管理課長  公園管理課の石橋でございます。着座にて失礼いたします。 

 千葉市都市公園施設でございます。資料４－１「千葉市都市公園施設、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」ですが、施設名は千葉公園野球場ほか２５施設の計２６
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施設でございます。詳細でございますが、お手数ですが、資料３－４の３ページをお願い

いたします。 

千葉公園スポーツ施設から犢橋公園野球場まで、９公園２６施設でございます。 

 それでは、資料４－１にお戻りください。 

「ビジョン」は、スポーツレクリエーションを通じて健康増進を図ること、「ミッシ

ョン」は、快適なスポーツレクリエーションの場を提供すること、各種スポーツの普及、

健康増進に関する契機となる事業を企画・実施することでございます。 

「成果指標」は、施設使用者数、「数値目標」は年間５５万人以上としており、現指

定管理者選定時に設定したものでございます。 

「２ 指定管理者の基本情報」については、先に説明がありました花島コミュニティ

センターと同様でございます。 

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」

ですが、市の設定した数値目標、年間５５万人以上に対し、平成２８年度実績は５０万２，

７９３人、達成率は９１．４％でございました。 

「（２）その他利用状況を示す指標」ですが、各種教室・講座開催を５５教室以上の

目標に対し、実績は５１教室でございました。 

 次のページをお願いいたします。 

「４ 収支状況」について説明いたします。 

まず「（１）必須業務の収支状況」についてですが、「ア 収入」は指定管理料と利

用料金収入であり、実績合計は３億３，５６７万８千円でした。表の右側、計画と実績の

差異ですが、利用料金収入において、悪天候等の影響により２１７万円のマイナスとなっ

ております。 

次に、「イ 支出」ですが、人件費からその他事業費までの実績合計は３億６３０万

１千円でございます。右側は計画と実績の差異の大きなものは、事務費・管理費のマイナ

ス２，２７１万円で、これは節電や節水、電力会社の一部変更等の企業努力によるもので

ございます。 

 次に、３ページですが「（２）自主事業の収支状況」の収支でございます。 

収入合計は５４６万６千円、支出合計は３９５万６千円でした。 

 これらを合わせました「（３）収支状況」ですが、必須業務については２，９３７万７

千円の黒字、また、自主事業も１５１万円の黒字、収支合計としては３，０８８万６千円

の黒字でございました。 

なお、収支合計額が総収入額の１０％以下であるため、市が指定する利益還元はあり

ませんが、そのほか自主事業利益より施設利用にかかる備品を購入し、千葉市に寄贈する

と提案しており、平成２８年度については体育館で使用するデジタルタイマー等を市に寄

贈しております。 

 ４ページをご覧ください。「５ 管理運営状況の評価」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、先ほど「３ 管理運営の

成果・実績」で説明しましたとおり、施設利用者数の達成率が９１．４％でしたので、市

の評価は「Ｃ」評価としております。 

なお、指定管理者の提案では、平成２８年度から３２年度まで段階的に利用者を増や
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すという計画としており、３０年度に市の数値目標を達成する予定としております。 

 次に「（２）市の施設管理経費縮減への寄与」についてですが、選定時の提案どおりの

指定管理料となりましたので、市の評価は「Ｃ」評価としております。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」についてですが、管理運営の基準・事業計画等に定

める水準を上回り、優れた管理運営が行われていた「Ｂ」評価の箇所について説明をいた

します。 

まず、「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」についてですが、クラ

ウドシステムを活用した施設の一括保守管理を実施したこと、溶接、塗装など高水準の修

繕を指定管理者スタッフが実施することで、迅速、低コストでの保守管理に努めたことを

評価し「Ｂ」評価としております。 

次に「３ 施設の効用の発揮」の「（１）幅広い施設利用の確保」ですが、季節や日

照時間、気温等に応じて開場時間を延長したことや、生活保護家庭等の減免対象者を拡大

したこと、また、利用促進方策として、プールにポイントカードを導入したことや、施設

の空き状況を現地掲示とメール配信で告知したこと、これを評価しまして「Ｂ」評価とし

ております。 

その他の項目については、おおむね管理運営の基準・事業計画等に定める水準どおり

の管理運営が行われていたことから、「Ｃ」評価としております。 

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意見を踏まえた対応」については、選定後

初年度の評価となりますので記載しておりません。 

なお、前回の「指定管理者の総合評価の意見や選定時の意見等」については、参考資

料２－２に記載のとおりでございます。 

 次に「６ 利用者ニーズ・満足度等の把握」について説明いたします。 

まず「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」ですが、施設にアンケートボック

スを設置し、２回実施しており、合計１，０２３件の回答がありました。 

予約方法については、「とても良い」、あるいは、「まあ良い」を合わせた２回の平

均は６７％、スタッフ対応について、「とても良い」と「まあ良い」の２回の平均は９

５％、施設満足度について、「とても良い」と「まあ良い」の合計の平均は８６％と、お

おむね高評価を得ております。 

 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」は記載のと

おりであり、適切に対応がされております。 

 ６ページをお願いいたします。最後に「７ 総括」についてでございます。 

「（１）指定管理者による自己評価」では「Ｂ」評価としており、所見としては、プ

ールのポイントカード、海の日の無料開放、冬季テニスコートの夕刻半額などによる利用

促進、折込チラシやポスター等による広報、年間研修計画に基づく人材育成などに努めた

としております。 

「（２）市の評価」につきましては、指定管理者と同様、総括評価は「Ｂ」評価とし

ております。 

所見ですが、クラウドシステムの活用による施設の一括保守管理の導入による迅速な

修繕対応により、良好な施設の管理に努めていること、市民サービス向上のため、季節等
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に応じた時間延長により好評を得たことなどを評価したものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

財務状況に関しましては、先ほどの施設と同一管理者ということで割愛させていただ

きます。 

それでは、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いたいと思います。あわせて質問の機会ともさせていただきます。

何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 ちょっと私のほうから１点質問。 

 先ほど、資料４－１の３ページのところで、一番下の表のこの「（３）収支状況」のほ

う、注釈の利益還元についてデジタルタイマーを購入したということをおっしゃいました

が、これは資料５－１の施設のほうの利益還元ではないんですかね。というのは、資料５

－１の３ページを見ていただければ、こちらのほうの実績としてデジタルタイマーと書い

てあるんですが。 

○石橋公園管理課長  これは同じ業者でいろんな施設を管理してもらっているというこ

とですが、この都市公園施設のほうへの利潤といいますか、そういう寄贈もあるというこ

とです。 

○横山部会長  備品がこの施設に置かれたということで還元されたということなんです

ね。 

○石橋公園管理課長  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。これは自主的なものですよね。市のその条例等で定めた

ものではなくて、指定管理者が自主的に寄附をしたということですね。 

○石橋公園管理課長  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。 

 ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 内山委員。 

○内山委員  この「（３）管理運営の履行状況」で、「Ｂ」、「Ｂ」、「Ｂ」なのに、

市のほうは「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｂ」になっている。総合になると「Ｂ」になっていますけ

ど、この辺は、どこをどういうふうにしてご判断をされたかということ。 

○石橋公園管理課長  これはですね、この５の（１）から施設利用者数の「Ｃ」とか、

その次の管理費縮減の「Ｃ」とか、そこの（３）、これらをずっとこの評価を踏まえてい

きますと、これが「Ｂ」ということに、評価上、評価のルール上でいくということから、

「Ｂ」ということです。 

○横山部会長  単純に「モニタリングシート」のその数値の積算ではないですよね。 

○石橋公園管理課長  はい、そうですね。 

○内山委員  履行状況は「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」というのが多くて、「Ｂ」なので、ど

うしたかなと。 

○横山部会長  「Ｂ」２か所を特に評価したという。 

○内山委員  最後の評価は、「Ｂ」ということになっていますから。 
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○横山部会長  ここで注釈、所見として書かれているところを、よく評価したという、

そういうご趣旨でしょうね。 

 何か事務局のほうは。 

○石橋公園管理課長  細かい個別の評価が２０％以上が「Ａ」か「Ｂ」があって、評価

項目に「Ｄ」か「Ｅ」がないとなると、最後の総括評価が「Ｂ」になるという方式です。 

○内山委員  わかりました。 

○谷藤委員  参考資料１の。 

○横山部会長  参考資料１の、裏の２ページ目になりますかね。 

○石橋公園管理課長  そうですね。参考資料１の裏側ですね。 

○横山部会長  やっぱり、これも目安ということですよね。 

○石橋公園管理課長  そうですね。目安で評価しています。 

○横山部会長  積極的によい評価をつけるためのご意向で。 

○内山委員  わかりました。 

○横山部会長  谷藤委員。 

○谷藤委員  資料４－１の４ページの「（３）管理運営の履行状況」のところなんです

けど、指定管理者が「Ｂ」評価で、市のほうでは「Ｃ」というのが３か所ありまして、一

番最後は別のところで「Ｂ」となっていますけれど、その上の二つのところが、運営して

いる人たちは、いや、計画以上にやっているよと、でも、それは計画どおりでしょうとい

う話ですよね。 

○石橋公園管理課長  そうです。 

○谷藤委員  そこのギャップに関しては、納得しているのでしょうか。それだと今後に

響くかなというふうに思ったので。 

○横山部会長  ちょっと関連して質問させていただいてよろしいですか。 

 ４－２の「モニタリングシート」の、これは３ページ目のところを見ていただきたいん

ですけど。３ページ目のウのところで、二重丸をつけているわけですよ。つまり、これは

「行政手続の明確化」だから、資料４－１の４ページの（３）の１に該当するところです

よね。 

 他方で、もう１か所、また資料４－２に戻りまして、３ページ目の４の（１）のところ、

ここは指定管理者のほうのプラス評価のポイントなんかもあって、延長したということ、

これ総合評価で評価しているのですけど、市のほうは「○」しかつけていないわけですよ

ね、「◎」ではなくて。この辺のギャップというのが、多分、谷藤委員の違和感というの

か、ご説明いただきたい点ではないのかなと思いますけど。 

 今、申し上げた資料４－２の３ページでウのところ「行政手続の明確化」、「◎」をつ

けているんだから、資料４－１に戻って４ページのところ「Ｂ」でもいいんじゃないかと。 

○石橋公園管理課長  ここのほうの評価をちょっと変えては、ということですね。 

○横山部会長  谷藤委員としては、４－１の（３）の１のところは、「Ｂ」でもいいと

いうようなお考えでしょうかね。 

○谷藤委員  そうですね。「Ｂ」でもいいかなと思います。 

○横山部会長  委員会の意見として、「Ｂ」でいいんじゃないかと。 

 よろしいでしょうかね。 
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 ほかにご質問等ございませんか。 

 小野寺委員。 

○小野寺委員  評価シートの４ページの今の箇所ですけど、（３）の２の「（２）施設

の維持管理業務」、自己評価「Ｂ」に対して、市の評価も「Ｂ」。この特記事項で書いて

ある、クラウドシステムを活用した施設の一括施設管理の実施とありますけれども、これ

は具体的にどういったものをやったかということ。 

 それから、このクラウドを活用した結果、よい修繕ができたという、そういう解釈なの

かということをちょっと教えていただきたいです。 

○公園管理課  クラウドシステムにつきましては、そのＮＡＳスタッフ、設備スタッフ

の中で共有できるシステムになっておりまして、基本的には、その修繕箇所の共有だとか

情報共有の点に役立っているものになります。 

 高水準の修繕というのは、ＮＡＳスタッフの中で、技術的な資格を持ったスタッフがお

りまして、本来であれば委託発注をしてお金をかけてやってもらうようなシステムを、Ｎ

ＡＳはスタッフ独自で修繕を実施しておりますので、低コストで、かつ、今後も長く使え

るような修繕を工夫して実施しているということを評価しております。 

○横山部会長  関連して、モバイル対応という記載があるのですけど、これは何ですか

ね。具体的にどういうことをしているのか。クラウドシステムを活用した施設の管理、維

持管理の実施ということですけど。 

 この評価シートなんかには、例えば、ほかの項目でしたら、資料３－２の中ではそうい

うことが書いてあって、モバイル対応による迅速な修繕対応というようなことで、具体的

にどんなことをされているのか。 

 資料３－２の２ページ目を見ていただければと思いますが。ちょっと戻って申しわけな

いんですけど。 

○花見川区地域づくり支援室  このクラウドシステムに関連するものなんですが、タブ

レット端末のようなものが連携されていまして、修繕箇所を写真で撮ると、それがクラウ

ドシステムにあがったりだとかということで、ただデジカメを使ってデータをアップロー

ドしてということではなくて、タブレット端末があれば、クラウドシステムにアクセスす

るようなことができて、その分、効率的にクラウドシステムを使った管理運営ができると

いうふうに聞いております。 

○横山部会長  各職員がお持ちなのですかね。 

○花見川区地域づくり支援室  全員ではないようなのですけど、施設で何台かずつ持っ

ていまして、必要なときはそれを持ち出して使用しているようです。 

○横山部会長  市はそれを評価されているということなのですか。 

○花見川区地域づくり支援室  そうですね。 

○横山部会長  そうすると、資料４－２、「◎」でもよさそうですけど。 

 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

 ご意見ありますかね、内山委員、何か。 

○内山委員  管理者はＮＡＳで、大体、ＮＡＳは前もやられておりましたから。 

○横山部会長  当該施設は今回初めてです。 

○内山委員  ええ。ちょっと聞きたいのは、この予約方法等々ということで、あと３
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０％を超えるぐらい、「わからない」とか、「非常に悪い」とか等々のアンケートが出て

おりますけど、これはどういうことなのでしょうかね。 

○横山部会長  ご質問ということですかね。 

○内山委員  質問。 

○石橋公園管理課長  予約方法の「わからない」が２３．９％ということでしょうか。 

○内山委員  ええ。 

○公園管理課  今までは指定管理者独自で開発をしたシステムを使っていたのですが、

それを平成２８年度から市全体的に一つのシステムにまとめられましたので、その切替え

の時期ということで、「わからない」という意見が多かったと思われます。 

○内山委員  今はどうなんですか。 

○公園管理課  今は、このアンケートの１１月以降の分も見ていただきますと、予約方

法については、「わからない」という意見が減っておりますので、徐々に浸透していって

いるのかなと思っております。 

○内山委員  そうですね、次は１３％、約１４％になっています。じゃあ、半分ですけ

ど。 

○谷藤委員  すみません、これ「わからない」というのは、予約方法のシステムがわか

らないということですか。 

○内山委員  やり方がわからない。 

○石橋公園管理課長  というよりは、いいか悪いか、どっちともという。 

○谷藤委員  グループで行くと、誰かが予約をして、あとの人は使っているだけなので、

そもそも予約方法がわからないというのは、そのいい悪いじゃなくて、その人が予約をし

なければ予約方法について聞かれてもわからないので、答えとしては、「わからない」は

削除して、いい人はこれぐらいとかというふうな感じとするたぐいかなと思っていたので

すけど。ちょっと聞き方がこれだとわからない、ほかのとかも、「わからない」とあるの

は。 

○横山部会長  そういう意図で回答したかはわからない。 

○谷藤委員  アンケート上の「わからない」は、多分、そんなことを聞かれてもわから

ないということも。 

○石橋公園管理課長  いろいろと考えられますね。 

○横山部会長  ただ、これ、ごめんなさい、指定管理者の責任ではないですよね。市の

ほうの問題ということで。 

○石橋公園管理課長  そうです。 

○横山部会長  マイナス評価をすべきところではないと思いますので。 

 ほか、ご意見いかがですか。 

 小川委員、何か改善を要する点はありますか。 

○小川委員  私も、かなりよくやっているのではないかという感じがします。 

○横山部会長  市の総合評価「Ｂ」については。 

○小川委員  「Ｂ」で私はいいと思います。 

○横山部会長  いいですか。「Ａ」ではなくて。 

○小川委員  限りなく「Ａ」に近い「Ｂ」ですかね。 
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○横山部会長  そうですか。 

 委員としてもよくやっていらっしゃるということですかね。 

○小川委員  はい、よくやって、そのとおりなのでしょうかね。 

 内山委員はいかがですか。 

○内山委員  私もこの結果は、「Ｂ」でいいかなと思います。 

○横山部会長  何か指定管理者に対してのご意見は。 

○内山委員  このＮＡＳさんは多少経験されているから、対応そのものはもうなってい

るかなと思いまして。利用者もそれなりに満足されるかなという。 

○横山部会長  この調子でやっていただきたいということでよろしいでしょうか。 

○内山委員  はい。 

○横山部会長  谷藤委員、何かありますか。 

○谷藤委員  いいと思います、「Ｂ」で。 

○横山部会長  小野寺委員は何か。 

○小野寺委員  評価はこれでいいと思います。数値目標のほう、３０年度に目標を達成

するという見込みであると記述がありましたので、それに対して、２８年度のほうは９１．

４％と、悪天候の影響もあったということでしたけれども、この計画どおりに３０年度に

数値目標を達成できるように引き続き努力されたいと思います。 

○横山部会長  利用者の数ですね。ご尽力いただきたいという、そういう感じでしょう

か。 

 ちょっと私のほうから２点ほど申し上げますと、まず、経費節減の努力と、あと、自主

的に利益還元されている点については、多分評価すべきではないかなと思います。 

 あと、利用時間の延長ですとか、その利用者の立場に立った運営をされているというと

ころも評価できるんではないかなというふうに思います。 

 その上で、今、小野寺委員からもありましたけれども、やはり、利用者の増加に更に努

めていただきたいということが注文事項でしょうかね。私はこれで結構です。 

 ほかにご意見は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、取りまとめをお願いします。 

 委員の皆様からさまざまなご意見をいただきましたが、市の評価の妥当性、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し

ましては、まず、市の評価の妥当性については妥当であると。 

 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、また、改善を要する点に

ついては、おおむね良好な施設運営が行われていると考えられますが、経費の削減努力や

利用者の立場に立った運営などが評価できることから、施設利用者の更なる増加に向けて、

引き続き適切な運営に努められたいと、そういう意見がございました。 

 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、これらを踏まえ、千葉市都市公園施設の指定管理者の行った

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

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承認いただけれ
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ばと思います。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。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。 

 ここで１０分間の休憩といたします。その時計で５５分ごろでしょうかね。５５分から

再開でお願いします。 

（休憩） 

○横山部会長  じゃあ、再開いたします。 

 どうぞ、事務局から。 

○渡邊文化振興課長補佐  ここで、職員の入替えを行いましたのでご紹介いたします。 

 千葉市スポーツ施設などを所管しております、スポーツ振興課課長補佐の内山でござい

ます。 

○横山部会長  では、千葉市スポーツ施設について、施設所管課よりご説明をお願いし

ます。 

○内山スポーツ振興課長補佐  スポーツ振興課の内山でございます。座って説明をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、千葉市高洲市民プールほか７施設、「平成２８年度指定管理者年度評価シー

ト」についてご説明をいたします。 

 資料５－１になります。よろしくお願いいたします。 

 なお、「進行表」や「事業計画等」におきましては、条例から由来して、「千葉市スポ

ーツ施設」と記載しておりますが、「年度評価シート」のほうには、「高洲市民プールほ

か７施設」と表記してございますので、ご了承をお願いいたします。具体的には、高洲市

民プール、武道館、宮野木スポーツセンター、北谷津温水プール、中田スポーツセンター、

みつわ台体育館、古市場体育館、相撲場の８施設となります。 

 それでは、資料５－１「平成２８年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず「１ 公の施設の基本情報」ですが、ご覧のとおりとなっております。昨年度より、

ビジョン及びミッションの考え方を導入いたしました。 

 「ビジョン」は、プール、体育館、多目的グラウンドなど、スポーツレクリエーション

を通じて健康増進を図ること。 

「ミッション」は、快適なスポーツレクリエーションの場を提供すること。各種スポ

ーツの普及、健康増進に関する契機となる事業を企画、実施することとなっております。 

 施設の目指すべき方向性として、指定管理者と認識をともに制度を運用してまいります。 

 成果指標及び数値目標につきましては、年間施設利用者数が４５万人以上、各種教室、

講座の開催が年間１００教室となっております。これは市が指定した目標数値となってお

ります。 

 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、スポーツクラブＮＡＳ株式会社です。 

 期間については、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までとなっております。 

 「管理運営費の財源」につきましては、指定管理料及び利用料金収入となっております。 
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 次に「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明をいたします。 

 まず「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、昨年度の年間施設利用者数

は４４万５，５５８人と、わずかに目標数には届いておりません。 

 主な理由といたしましては、古市場体育館のつり天井改修工事で、約４か月間施設を閉

鎖したためと推察されます。 

 また、各種教室、講座の開催については、年間１１８回と目標値である１０５を上回っ

ております。 

 次に「（２）その他利用状況を示す指標」についてはございません。 

 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「（１）必須業務収支状況」についてです。 

 「ア 収入」ですが、指定管理料は提案及び計画と同額となっております。利用料金収

入は、計画時と比べて１３９万９千円の減額となっております。 

 次に「イ 支出」についてでございますが、平成２７年度の数値は、前指定管理者の算

定によるもので、費目の振り分け方法等が異なりますので、あくまで参考としてご覧くだ

さい。 

 人件費の実績は計画と比べて約２６５万円減額となっておりますが、時間外の削減や人

員の配置の見直しなどの工夫をしたとのことです。 

 事務費、管理費についても、計画と比べて約３８６万円減額となっておりますが、こち

らは主に電力の自由化に伴い、契約業者の見直しなどによる削減をしております。 

 委託費については、施設の老朽化に伴い、設備機器の管理や修繕に費用を要する額が多

く発生したことにより、計画と比べて大幅に増額したものです。 

 支出合計といたしましては、約２億９，３２４万９千円となり、計画比約１９６万８千

円の減額となっております。 

 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。 

 「ア 収支」、「イ 支出」についてはご覧のとおりとなっております。 

 人件費は、各種教室の講師費用、事務費は、売店での費用を主に計上をしております。 

 次に「（３）収支状況」についてご説明いたします。 

 ご覧のとおり、必須業務で約５７万円、自主事業で約９２７万円、総収支約９８３万円

の黒字となりました。 

 なお、収支合計が総支出額の１０％以下であるため、市が指定する利益還元はございま

せん。 

 ただし、指定管理者の提案で自主事業の利益が黒字化した場合、１００万円を上限に施

設利用にかかる備品を購入することになっており、バスケットボールのデジタルタイマー、

野球場の電池、テニスコートブラシなどを購入しております。 

 次に、「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

 「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、まず、年間施設利用者数が新設

定目標の９９％となっており、評価は「Ｃ」といたしました。 

 次に、各種教室、講座の開催については、指定管理者目標の１１２％だったため、評価
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を「Ｂ」としております。 

 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、指定管理料支出は提案額と

同額のため、評価は「Ｃ」となっております。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」において、指定管理者の自己評価と市の評価の違い

についてご説明をいたします。 

 「２ 施設管理能力」「（１）人的組織体制の充実」は、市の「管理運営の基準」、

「事業計画書等」に定める水準とおりという判断をしたため、「Ｃ」判定としております。 

 「３ 施設の効用の発揮」、「（１）幅広い施設利用の確保」は、特記事項の記載以外

に、駅前でのチラシ配布、新聞折込などを実施し、利用促進を図ったことを評価し「Ａ」

判定といたしました。 

 下段の「（２）利用者サービスの充実」についての内容ですが、今申し上げました幅広

い施設利用の確保で評価対象としたため「Ｃ」判定と判断をしております。 

 「（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」につきまして、今回は

指定初年度の評価ですので記載をしておりませんが、選定時にいただいたご意見について

は、別紙、参考資料２－３「千葉市スポーツ施設に関する市民局指定管理者選定評価委員

会の意見等」にまとめてございますので、ご参照ください。 

 続きまして、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。 

 まず「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」の結果です。実施時期は、平成２８

年８月１５日から９月１０日、平成２８年１１月１４日から１２月１１日の２回行い、１

回目は６２７人、２回目は５３７人の方から回答をいただいております。 

 質問項目については記載のとおりでございます。 

 なお、１回目、２回目の数値を基に計算したところ、約１４０人の市外の方の回答をい

ただいております。市外の方の利用の多さというのも、このアンケートから伺えます。 

 スタッフの対応、施設満足度ともに「良い」と答えた方が８０％以上と、おおむね高い

評価をいただいております。 

 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。 

 主な意見といたしましては、トイレの手荷物をかけるフックが欲しいというものをいた

だいておりまして、指定管理者のほうで即座に対応をしていただいております。 

 また、以前のように空き情報を教えてくれるメールマガジンを配信してほしいとの意見

があり、これについても施設の空き状況を現地で掲示するほか、メールでの配信での告知

もいたしております。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 次に「７ 総括」についてご説明をいたします。 

 「（１）指定管理者による自己評価」について、評価は「Ｂ」となっております。 

 評価としましては、夏季水泳プールの利用ポイントカード、海の日の無料開放、冬季庭

球場の夕刻利用料の半額サービス、メールマガジンによる施設の空き状況の発信や施設で

の掲示などの利用促進を図ったこと。また、施設維持管理業務、施設巡回、日常点検によ
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る不具合箇所の早期発見、早期対応を進めたことにより、「Ｂ」判定としたということで

伺っております。 

 「（２）市による評価」についてでございますが、評価を「Ｂ」としております。 

 成果指標に係る数値目標の達成状況は、施設利用者数９９％、各教室、講座の開催１１

２％とおおむね目標を達成していること。 

施設利用者については、古市場のつり天井の改修がなければ１００％を超えていたと

いうことが思われます。 

また、市民サービスの向上につきましては、施設や日照時間、気温等に応じて開場時

間を延ばしたりということを実施されて、優れた管理運営が行われたと評価をいたしまし

た。 

説明につい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。 

財務状況に関しましては、先ほどの施設と同一管理者ということで割愛させていただ

きます。 

 それでは、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、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いたいと思います。何かご意見やご質問はございますでしょうか。 

小川委員。 

○小川委員  つり天井の修理というのは相撲場のあれですか。どこの、つり天井。 

○安藤生活文化スポーツ部長  古市場体育館です。つり天井については、それを改善し

ないといけないということで法律で決まっておりまして、それに基づいて改修したと。 

○横山部会長  すみません、何日間クローズしましたか。大体で結構です。 

○内山スポーツ振興課長補佐  ４か月間です。 

○横山部会長  ですから、４か月分の利用者がいなかったということですね。 

 すみません、ちょっと私のほうから質問なのですけれども、資料５－１の２ページ「４ 

収支状況」の支出についてなんですが。委託費が５００万円、計画より実績が増えてしま

っているということですけど、これ、修繕費ということなのですか。 

 というのは、恐らく、今伺ったもとに言いますと、資料３－４の５１ページがこの内訳

ということだと思うのですけれども。多分、そうですよね。委託費と書いてあって、実際

に１，２００万円かかっている。５１ページの右側の下のほうですね、委託費ということ

ですけれども。 

 そうすると、何か突発的なものというよりも、何か違う原因があるように思えるのです

けど。その辺、市のほうはどのようにとらえているのかを教えてください。 

○内山スポーツ振興課長補佐  主な一番の理由としては、平成２９年４月に高洲市民セ

ンターにミニバスケット用のゴールを指定管理者さんのほうでつけていただいたというと

ころになるのですが。 

○横山部会長  それって委託費じゃないですよね。ですから、今申し上げた資料３－４

の５１ページの委託費の内訳が書いてあるとおり、一般の廃棄物処理とか、産廃の廃棄物

の処理とか、害虫駆除とか水質検査、芝生の維持管理ということで書いてあるんですね、

この委託費というのは。そうすると、ある程度、何か読める数字ではないのかなとは思う
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んですが、何でそんなに増えてしまったのか。 

○内山スポーツ振興課長補佐  ミニバスケット用ゴールというのは、新規のところにつ

けていただいているので、項目としては、修繕というよりは新たにというところの中で、

指定管理者さんの負担でやっていただいたというところでございます。 

 ご指摘のとおり、その。 

○横山部会長  把握されていないのであればそれで結構なのですけど、特に内容はさて

おき、市としては、ここの委託費の増加はそんなに問題視はされていないという、そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

○内山スポーツ振興課長補佐  はい。 

○横山部会長  わかりました。 

 ほかにご質問、ご意見はございますでしょうか。今回、市のほうは、部分的には「Ａ」

評価をつけているようなところもございますが。 

 谷藤委員、いかがですか。「管理運営の履行状況」で。 

○谷藤委員  履行状況については、説明で、ああ、なるほどと思いました。 

○横山部会長  「Ａ」評価も妥当であると。 

○谷藤委員  そうですね、プラスアルファでのご説明があったので。それ以上だったの

だなと思いました。 

○横山部会長  でも、全体としては「Ｂ」ということですね。 

○谷藤委員  そうですね。ちょっと質問なのですけど、先ほどアンケートの話の中で、

市外の方が百何十人だかという話があったのですけど、そのアンケートで答えた方ではな

く、そもそも利用者としてはどのぐらいいるとかは把握されているのですか。 

○内山スポーツ振興課長補佐  把握しておりません。アンケートの中の割合で。 

○谷藤委員  そこはくくりはないのですね、利用者的には。アンケート以外では把握は

できないということですね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  はい。 

○横山部会長  何かご意見はございませんか。 

 小川委員、いかがでしょう。 

○小川委員  評価とすると、おおむね「Ｂ」という評価でいいじゃないかという、よく

やっているのではないかと思います。光熱水費も３８６万円ですか、減額していますし、

まあまあ、よくやっているのではないかという印象を受けました。 

○横山部会長  プラス項目もあるから、全体としてその支出は削減されている。 

○小川委員  極端に言うとあれですかね、これ、直営でやっていったら、やっぱりこれ

だけかかったりするのですかね。 

 いやいや、指定管理者じゃなくてね、直営でやっていた場合は、当然このぐらいの金額

はかかっていたのですかね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  そうですね。直営になると人件費だとか、いろいろなと

ころの部分が、やはり指定管理にお願いするよりは高くなるということは推察をされます

けれども。 

○横山部会長  それなりに企業努力されているということでしょうかね。 

○小川委員  そうですね。 
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○横山部会長  何か改善を要する点とかがありましたら。 

 谷藤委員、どうぞ。 

○谷藤委員  特に改善というところではないかもしれないのですけど、ちょっと前半の

ところも含めなんですけど、一つのところで一括でされると、いろいろなところで節減と

か、連携でうまくいくということで、トータル的な報告書が出てくると、うまくいくとは

思うのですけど、危険なところとして、ここではすごく人が入っているけど、ここではち

ょっとというのがあっても、全体としては数もたくさん来ているしというふうになってし

まいかねないので、何となくその報告のベースが、会社的にだあっと全部で、となると思

うのですけど、それぞれの施設でちゃんと人が入っているという運営のベース、トータル

ではなくて、個々の施設でどうかというところも見られるような形に今後していかないと、

ちょっと偏りが出てきてしまうと。市民側からすると、あそこはいいのに、ここは何でこ

んなにというふうになりかねないので、要望としてお願いしたいなと思いました。 

○横山部会長  事務局のほうで、前年との比較を各施設でできる項目ってあるのですか

ね。施設ごとの内訳、資料３－４でまとまっているのですけど。 

○内山スポーツ振興課長補佐  出ていないです。 

○横山部会長  出ていないですかね。わかりました。ただ、各施設についてはここで見

る。 

○谷藤委員  そうですね。あと、自主事業とかが、全部でばっとなっていたりすると、

施設ごとの表というのがちょっとわかりにくかったりしたので。 

○横山部会長  ちょっと、資料３－４を。ですから施設ごとに分けていただきたいです

よね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  谷藤委員のご意見としては、全体的にはよく運営しているけど、個々の

施設ごとに、やはりその特色にあった管理運営をきめ細かくやっていただきたいと、そん

な感じでしょうかね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  小川委員、何かありますか。 

○小川委員  特にありません。 

○横山部会長  よろしいですか。 

 小野寺委員はいかがでしょうか。 

○小野寺委員  ちょっと質問ですが、評価シートの５ページ「（２）市・指定管理者に

寄せられた主な意見・苦情と対応」のところで、以前のように空き情報を教えるメールマ

ガジンを配信してほしいに対して、メール配信しましたと。 

○横山部会長  資料５－１ですね。ごめんなさい。資料５－１の５ページですね。 

○小野寺委員  はい。これ、以前というのは、前の指定管理者がやられていたのでしょ

うかということ。それから、メール配信、このシステム使うとちょっとコストがかかると

思うのですけど、その辺は大丈夫なのかどうかということを質問したい。 

 先に私のこの件に対する意見としては、市の評価、４ページの個別の履行についても、

６ページの総括の評価についても、妥当だと思います。 

○横山部会長  今の評価のところは同じように評価すると、そういうことでしょうね。 
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 ご質問の事項ですが、事務局のほうでお願いします。 

○内山スポーツ振興課長補佐  今現在の予約システムというのは、千葉県のほうでやっ

ているもので、市全体の公共施設に入っているものということで予約システムを利用して

いるんですが、それを入れている以前というのは、以前については、前の指定管理者、テ

ルウェル・ＮＡＳグループが千葉市の公園も含めた施設の予約システムを運用していまし

た。 

 その際に、メールマガジンでの配信というのは実施されていたのですが、先ほど申しま

した予約システムへの移行に伴って、一度、メール配信、メールマガジンというのを中止

をしております。 

 ですが、利用者の方から、以前と同じようなサービスをしてほしいというところが指定

管理者のほうに寄せられて、指定管理者のほうで、今は以前と同じような形でやっていた

だいているところでございます。 

○小野寺委員  それで、指定管理者にコスト負担がいっているということですか。 

○安藤生活文化スポーツ部長  そうです。それは、もう以前は事業者の独自のシステム

でしたので、連動した形でメールマガジンの配信ができたわけですけれども、今回、県の

システムに切り替わったものですので、そのシステムができなかったという中で、この要

望があるものですから、ある程度コストをかけて利用対応ということで、指定管理者にお

願いしたところです。 

○小野寺委員  どんなシステムを利用するかにもよりますけど、結構、定額でコストが

かかると思うんですよね。県のほうで従来あったサービス機能がなくなったということで、

ここの施設が対応してくれた、それを評価した、そこは妥当じゃないかなと思いますけど。

若干、気の毒ですね、システムのコストでね。 

○横山部会長  資料３－４の５１ページ、先ほど申し上げたところで、どこかに出てま

したね、そのシステムのコストに相当するもの。 

○小野寺委員  あるとしたら、委託費でしょうね。 

○横山部会長  委託費の中ですかね、まあちょっと見えないとは思いますけどね。 

 逆に言えば、そういう企業努力をされているところを評価するということでしょうかね。 

○小野寺委員  そうですね。 

○横山部会長  内山委員、何かご意見はございますか。 

○内山委員  意見というか希望として、管理者はＮＡＳさんであって、同じ千葉公園で

も、高洲プールでも同じなんですけど、この市の評価、管理運営の履行状況を見ると、何

となくばらばらで、何で一緒にそのぐらい対応できないかなと。 

○横山部会長  恐らく評価が違うのは、その施設の特色が。 

○内山委員  場所によって違うのはわかりますけど、すごいやるところもあるなと思っ

て。この辺、どう考えているかなと思って。 

○横山部会長  さらに、他施設との連携も図っていただきたいという、そういうことで

すか。 

○内山委員  そういうことで、希望として、ある程度、統一していただきたいぐらいに。

会場とか、違うところがいっぱいあるのはわかっておりますけど「Ａ」があったり、

「Ｂ」があったり、「Ｃ」があったり、同じ管理者でばらばらになっているから。 
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○横山部会長  ほかにご意見等ございますでしょうか。 

 総合評価「Ｂ」に対して、特にご異論はないということでいいですか。 

○内山委員  いいです。 

○横山部会長  私も１点だけ意見だけ申し上げると、やはり、先ほどの施設と同じよう

に、その利用時間の延長ですとか、利用者の立場に立った運営をされているなと、そうい

うことについては評価すべきだと思います。 

 以上です。 

 では、すみません、じゃあ、取りまとめをお願いします。 

 委員の皆様からご意見をいただきましたが、市の評価の妥当性、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しましては、

まず、市の評価の妥当性については、妥当であると。 

 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、改善を要する点について

は、おおむね良好な施設管理運営が行われていると考えられますが、各施設の利用者サー

ビスをより丁寧に反映するため、個々の施設について、より細やかな運営に努められたい

ということ。施設利用者の増加に向け、より他施設との連携を図られたい。 

 そのような意見がございました。 

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、これらを踏まえ、千葉市スポーツ施設の指定管理者の行った

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

りますが、詳細については、私と事務局にて調整するということでご承認いただければと

思います。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。 

 では、施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管

理運営に十分反映していただきたいと思います。 

 それでは次に、千葉市こてはし温水プールについて、施設所管課より説明をお願いしま

す。 

○内山スポーツ振興課長補佐  それでは、千葉市こてはし温水プール年度評価について

ご説明をさせていただきます。 

資料６－１「平成２８年度指定管理者年度評価シート」をご覧ください。 

 まず「１ 公の施設の基本情報」ですが、ご覧のとおりとなっております。 

昨年度よりビジョン及びミッションの考え方を導入いたしまして、ビジョンは、本施

設における、プールを中心としたスポーツ・レクリエーション、コミュニティ活動を通じ

て、健康増進及び地域コミュニティの形成を図ること。 

ミッションは、快適なスポーツ・レクリエーション及び文化活動の場を提供すること。

各種スポーツの普及、健康増進、コミュニティ形成に関する契機となる事業を企画・実施

することとなっております。 

 施設の目指すべき方向性として、指定管理者と認識をともに制度を運用してまいります。 

成果指標及び数値目標につきましては、年間施設利用者数が３５万人以上、各種教室
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が年間１９教室以上となっており、これは指定管理者が設定した目標値となっております。 

 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、元気・ふれあい・夢づくりパートナーズです。構成団体のうち、代表

企業が株式会社コナミ・スポーツクラブ、構成企業が日本メックス株式会社でございます。 

指定期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までとなっております。 

管理運営費の財源については、指定管理料及び利用料金収入となっております。 

 次に「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 

まず「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、昨年度の年間施設利用者

数は３３万５，１６２人とわずかに目標値には届いていませんが、選定時、市が設定した

目標である３２万人と比較すると、約１万５千人も上回りました。 

また、各種教室・講座の開催については年間２１教室を開催し、目標値である１９教

室を上回っております。 

次に「（２）その他の利用状況を示す指標」については、ございません。 

続いて、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「（１）必須業務収支状況」についてです。 

 「ア 収入」ですが、指定管理料は提案及び計画と同額となっております。利用料金収

入は計画時と比べて３９万２千円高い結果となり、また後ほどご説明をさせていただきま

すが、このことにより利益の還元が発生しております。 

次に「イ 支出」についてですが、平成２７年度の数値は前指定管理者の算定による

ものですので、費目の振り分け方法等が異なりますので、あくまでも参考としてご覧くだ

さい。 

 人件費の実績が計画と比べて約５４０万円減額しておりますが、これは夏季プールにお

いて警備員を効率的に配置するなど、工夫したことや、当初想定したよりも常勤職員の給

与単価が下がったことによるものでございます。 

 事務費についても、計画と比べて約６１０万円減額しております。こちらは主に上下水

道について単価が安い地下水をなるべく多く利用したことなどにより、光熱水費で約２１

０万円削減をしております。 

 管理費と委託費については、やはり施設の老朽化に伴い、設備機器管理や修繕に費用を

要する箇所が思いのほか多く発生したことと、指定管理初年度ということで積極的に投資

を行ったこともあり、計画と比べて大幅に費用を要しておるところでございます。 

支出の合計といたしましては、ただいま申し上げた設備機器管理費や修繕費の増加と

いうところが大きく響きまして、合計で約２億３，３００万円となり、計画よりも約１，

４００万円ほど増加しております。 

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。 

 「ア 収入」、「イ 支出」については、ご覧のとおりとなっております。 

 人件費は各種教室の講師費用、事務費は売店での費用を主に計上をしております。 

 次に「（３）収支状況」についてご説明いたします。 

 ご覧のとおり、必須業務で約１，３４６万円の赤字となっています。自主事業では約１
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６５万円の黒字を確保したものの、総収支では約１，１８２万円の赤字となりました。 

 なお、利益還元額は約１１万７千円発生しておりますが、これは指定管理者の提案によ

るもので、提案書類に記載した利用料金収入想定額を超えた部分に３０％の額を還元する

というものでございます。 

 次に「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

「（１）管理運営による成果・実績」についてですが、まず、年間施設利用者数が市

設定目標の１０４.７％となっており、評価は「Ｃ」といたしました。 

次に、各種教室・講座の開催については市設定目標を大幅に上回ったため、評価を

「Ａ」としております。 

 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、本指定管理者の指定初年度

ということもあり、指定管理料支出は提案額と同額のため、評価は「Ｃ」となっておりま

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、優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」としております。 

 各項目のうち「Ｂ」と評価した理由についてご説明いたします。 

 「２ 施設管理能力」の「（１）人的組織体制の充実」については、基準以上の人員を

配置していることや、アルバイトなど非正規雇用者に対しても、安全管理の講習を積極的

に行っている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、老朽化した施設の修繕等を積極的に行った

ことを評価しております。 

 「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、ノウハウを

生かした利用促進策に取り組み、利用者数を増加させ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、新たに無料送迎バスの運行を開始したこ

とや、受付コンシェルジュを配置して、利用者への施設案内や声掛けを丁寧に行っている

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、自主事業を数多く実施したことを評価

いたしました。 

 「４ その他」では、市内在住者を積極的に雇用していることを評価いたしております。 

 「（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」につきましては、今回、

指定初年度の評価ですので記載しておりませんが、選定時にいただいたご意見については、

別紙、参考資料２－４「千葉市こてはし温水プールに関する市民局指定管理者選定評価委

員会の意見等」にまとめてございますので、参考としてご覧ください。 

続きまして、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。 

 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１１月１７日から１２月１６日の約１か月間で、１２１人の方

から回答をいただきました。 

 質問項目については、記載のとおりとなっております。 
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 なお、記載がありませんが、回答者の情報として、１２１名のうち、男女別では「男

性」が５２名、「女性」が６７名、「回答なし」が２名です。 

 年代別では、多い順に「１０代」が４０名、「４０代」が２７名、「３０代」と「６０

代」が同数で１５名、「５０代」と「７０代」が同数で８名、「８０代」が３名、「２０

代」が２名、「９０代」が１名、「回答なし」が２名となっております。 

 アンケートの内容についてですが、いずれの項目も３点を上回るなど高評価となってお

り、特に受付・フロントについては、先ほど申し上げた受付コンシェルジュの配置など、

接客対応を丁寧に心がけたことが評価につながっているものと思われます。 

 一方、ロッカー・トイレにつきましては、施設の老朽化に起因していることもあり、利

用者の方もそれを実感しているところがあるようでございます。 

 次に「（２）市・指定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」につきまして、ご説

明いたします。 

 主な内容としては、先ほどのアンケートにあったように、トイレや更衣室への改善要望

が多くありましたことから、北清掃工場の休止時間に合わせた２月の長期休館時に、トイ

レ及び更衣室の改修をいたしました。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 「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、評価「Ｂ」となっております。無料送

迎バスの運行や自主事業による水泳教室の充実など、新たな取り組みを含めた利用促進策

を積極的に実行した点を評価しております。 

 「（２）市による評価」についても、評価を「Ｂ」としております。 

 利用促進のほか、前指定管理者と比べ、指定管理料を大幅削減しながら利用者数を伸ば

している点を評価しております。一方で、収支の黒字化については来年度以降の課題と認

識をしております。 

 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。 

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

者の財務状況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、ここから非公開といたしますが、傍聴人の方はいらっしゃらないので、

このまま続けたいと思います。 

 では、指定管理者の財務状況等に関し、計算書類等を基に小野寺委員よりご意見をいた

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  では、今、申し上げたように、２社とも増益ということで倒産・撤退リ

スクについてはないということになるかと思います。 

 これを本部会の意見という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市の評価の妥当性、施設管理運営のサービス水準向上、
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業務効率化の方策、また改善を要する点等に関する意見交換については公開といたします

が、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。 

 では、今、申し上げた点について、指定管理者年度評価シートを基に、委員の皆様から

ご意見をいただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○小野寺委員  資料６－１の評価シートの４ページ。 

○横山部会長  ご質問ということでしょうかね。 

○小野寺委員  はい、これが質問。 

 「（３）管理運営の履行状況」のところ、個別の項目、指定管理者の自己評価と市の評

価がありまして、ちょっとばらけているところがありますけど、ここの２の「（２）施設

の維持管理業務」、自己評価「Ｂ」に対して市は「Ｃ」ということで、特記事項のところ、

１年目ということもあり、修繕を積極的に行ったと。その他云々で、おおむね提案計画ど

おりということ、そういう認識なので「Ｃ」というふうにされています。 

 その一方で、評価シートの２ページ目のほうの「４ 収支状況」の「イ 支出」のとこ

ろで、委託費が計画よりも増えましたと。この分析したコメントは修繕箇所が多く発生し

たためとあり、かつ、アンケートのほうの５ページへとんで、アンケートの下の「市・指

定管理者に寄せられた主な意見・苦情と対応」で、老朽化した部分とか、直してほしいと

いう要望に応えて指定管理者が修繕を行ったということだと思うのですけど。 

 これに対して、私の考えとしては、計画どおりという市の認識ですけれども、予算、実

績を見ると、かつ、苦情に対する対応ということから、計画になかったような修繕を要す

るような事象が発生して、それに対して指定管理者がしっかりと応えたということとも考

えられますので、私的には、４ページの２の「（２） 施設の維持管理業務」の指定管理

者の自己評価「Ｂ」、こっちのほうが市の評価の「Ｃ」よりも妥当ではないかなと思いま

した。 

 あと、６ページの「７ 総括」の総合評価については「Ｂ」、これは妥当だと思います。 

○横山部会長  ご意見ということで。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 今の小野寺委員からのご意見について、何かコメントありますか。 

 どうぞ。 

○小川委員  私も、これはちょっと「Ｃ」の評価でなくて、これもやっぱり市の評価も

「Ｂ」でいいんじゃないかと思いますね、施設の修繕を積極的に行ったということで。和

式から洋式に変えたほうがいい、こういうことは当初の計画になかったことでしょうから、

苦情処理ということでこういう修繕を行っているという。 

 もう一つ、同じものを評価のところで、一番上に有線システムにより、日・英・中・韓

国語による有線システム、これは実際、こういう外国人の利用者が結構いるのですかね。 

○横山部会長  ご質問で。 

○小川委員  質問ということです。 

○横山部会長  外国の方、いらっしゃるのかどうか。もし把握されていたら。 

○内山スポーツ振興課長補佐  今のご質問について、何人というデータはとっていない
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のですが、利用客の中で、外国の方も増えてきたというところで、いろいろな約束事みた

いなものがなかなか伝わらないというところがありますので、指定管理者のほうでアナウ

ンスのほうを実施していただいたと。 

○小川委員  わかりました。 

○横山部会長  よろしいでしょうか。 

 今、ご指摘あった、例えば施設の保守管理等に関するモニタリングシート上の評価とい

うのは資料６－２の、これは、８ページ、９ページあたりでしょうかね。 

 あと、委託費の内訳が資料６－４ですね、ページ数はわかりませんね。５枚ぐらいめく

った次、委託料の報告書というのが内訳でずらずらと書いてある。 

 例えば、プールに関して言うと、和洋改修工事と書いてありますけど、１３８万８千円

を費やしているということなのですね。そういう点は評価すべきであると、そういうこと

ですかね。一方で、それなりのコストがかかっているということで、計画よりも超過して

いるという。 

 小野寺委員、小川委員とも資料６－１の４ページの（３）の（２）の部分は「Ｂ」でも

よいではないかということで。 

 谷藤委員、いかがですか。 

○谷藤委員  評価はしたいというか、よくやっているとは思うのですけれども、１年目

とわかっていることなので「Ｃ」でいいかなと思います。 

○横山部会長  わかりました。 

 内山委員、何か。 

○内山委員  この管理者も１年目というけど、前もやられていたから、そんなに難しい

ことじゃないかなと思って対応されているのじゃないかなと思っておりますけど。 

○横山部会長  日本メックスさんは、前回、シミズオクトとかやっていたかと思います

けれども、メックスさんも新規ですよね。 

○安藤生活文化スポーツ部長  平成２８年度からです。 

○横山部会長  今回は、夢づくりパートナーは新規だと思います。 

○内山委員  すみません、先ほど、小野寺委員さんが言われた、修繕が約３千万円ぐら

い年間に使っていて、それで「Ｃ」がどうかという判断だけど、その点はどういうことか

なと思って。 

○横山部会長  ご質問ですか。 

○内山委員  はい、質問です。 

○横山部会長  内訳としては、資料６－４の５、６枚目ぐらいのところで「委託業務報

告書」というのが内訳で出ておりますので。こういうことをやっているということで。 

 ちょっと私から、何点か質問があるのですけれども。今、話に出た、例えばトイレの修

繕とかというのは、これは市が負担すべきものではないのですかね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  基本的には１００万円を超えるものについては、市の負

担ということで、１００万円を超えないものについては、指定管理者の負担ということの

区分でやっています。 

○横山部会長  今回の件はどういうふうに、これは精算するんですか。指定管理者が自

主的にやったからということで、市が例えば償還するとか、そういうことはないと。 
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○内山スポーツ振興課長補佐  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。 

 あと、市が評価されている点で、不明な点があるのですけれども、総合評価で、資料６

－１の４ページの開催数に関してなんですけど、すみません、自主事業の開催数なんです

けれども。 

 資料６－１の１ページ目の数値目標で１９教室というふうに書いてあるんですが、資料

６－１の１ページ目を見たほうがいいか。管理実績のところで、１ページの３ですね、

（１）のところで１９教室ということと、あと、括弧して「８教室／年以上」と書いてあ

るのですけど、これ、どういうふうに読めばいいんですか。１９が基準なのか８が基準な

のか。恐らく市は８を基準にして、相当やっているとおっしゃっていますけれども。 

○内山スポーツ振興課長補佐  もともと我々が施設のほうとして指定したのが、８教室

以上ということになるんですが、指定管理者の提案に基づいて、指定管理者は１９以上や

るとしている。 

○横山部会長  提案段階では１９ということですね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  はい。「３ 履行状況」については、市のもともとの基

準の８を大幅に上回っているという評価をしています。 

○横山部会長  履行状況を見るときは、提案を見るんじゃなくて、市の基準のほうを見

るということなんですね。そういう記載になっていますよね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  この特記事項は、すみません、わかりにくくて。指定管

理者のほうが、この理由で「Ａ」だということを評価されたということで、すみません、

載せてあります。それは表記の仕方が。 

○横山部会長  自己評価のほうの話なんですか。わかりました。 

○内山スポーツ振興課長補佐  わかりにくくて、すみませんでした。 

○横山部会長  あと、市のほうの委託費が大幅に超過していることというのは、何か問

題視はされていないんですか。 

○内山スポーツ振興課長補佐  委託費については、全体の収支が赤字になっております

ので、その点については、先ほど申し上げたとおり、課題としておるところでございます。 

 一部、今回、委託で修繕をやっているということが保安警備に関する費用というのを委

託に切り替えたというところがありまして、計画において増額、２，８００万円の増額に

なったということで、科目間でそういった部分がございましたので、そういった形では把

握をしております。 

○横山部会長  あと、２点ほどあるんですけれども、資料６－１の５ページのアンケー

トのとり方なんですけれども、これは何か勝手に評価係数をつくって評価点を算出してい

ますけど、これはちょっといかがなものなのか。というのは、内訳がわからないので。こ

のアンケートのとり方、市としてはどういうふうにご理解されているんですかね。これ、

私は問題だと思うし、委員としてはこの内訳がわからないと評価しようがないと思うんで

すが。できれば改善していただきたい。内訳をきちんと明示した上で、自分がつくった評

価係数で併記して評価していただきたいと思うのですけれども。 

 あともう１点、６ページの「７ 総括」の評価で、まず、指定管理者の自己評価で、無

料送迎車を８月より運行してということで、その実績が書いてあるのですけれども、月平
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均で稲毛方面７０名、八千代台３０名と書いてありますが、実数としてこれだけしか乗っ

ていないというんだったら、相当少ないと思うのですけれども、どういうふうに。 

 例えば、週１回運行しているとか、１日１便だけ運行しているとか、内訳がわからない

ので、もし、市で把握されていれば、どういうことなのか。 

 というのは、これ、もともと無料送迎車を運行させますよというのは、選定の過程で非

常にポイントが高かったというところで、期待していたところもあったのですけれども、

実数として７０人とか、３０人しか乗っていないというのだったら、何のために運行して

いるのかよくわからないので。 

○内山スポーツ振興課長補佐  無料運行バスについてなのですけれども、平成２８年８

月から運行開始して、週３回、ＪＲ稲毛駅は月曜日と木曜日、京成八千代台は水曜日と、

施設の間を１日６から７往復という状況でございます。 

○横山部会長  そうすると、ごめんなさい、簡単に４掛けたとしても６、７往復だから

２５とか３０ぐらい往復していて、この数だと１人しか乗っていない。 

○内山委員  ゼロもありますよ。 

○横山部会長  ですよね。空で運転していたりという。 

○内山委員  空でありますよ。 

○横山部会長  逆に、夏の混雑解消とかに、何か役立つのではないかなと思っておった

のですが。まだ、周知不足ということなのでしょうかね。あるいは、平日に運行していて

も意味ないとか。 

○小野寺委員  ニーズがないのかもしれないですね、逆に。 

○内山委員  周知されていないかもしれないね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  そうですね、我々のほうで把握しているのが、施設管理

者のほうも積極的に。すみません、乗車定員が９名という、少ないらしいんですよ。 

○内山委員  小さい。 

○小川委員  ワンボックススタイルなんですね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  ですから、積極的に周知するに至っていないということ

で、課題としては施設管理者のほうも、せっかくやっていただいているのですけれども、

捉えているということで、我々としても把握をしている状況でございます。 

○横山部会長  今後の課題でしょうかね、そうすると。各委員、プレゼンのときのこと

を覚えていらっしゃると思いますが。駐車場の混雑緩和とかね。 

○内山委員  周知すれば、増えるかもしれないですね。 

○横山部会長  そうですね。今後の課題ということでお願いしたいと思います。 

 私個人の意見としては、やはり指定管理者が変わったということで、それなりに積極的

にいろいろやっていただいていて、一部、そういう結果も出ているところがあろうかと思

いますので、引き続き、このような管理運営をやっていただきたいのと。 

 今、申し上げた、バスの定員については、こちらもそれなりに期待しておったところで

すので、更に利用促進を図っていただきたいと思います。 

 ほかに、ご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあ、すみません、取りまとめ、お願いします。 
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 今、委員の皆様から様々なご意見をいただきましたが、市の評価の妥当性、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、まず、市の評価の妥当性については妥当であること。 

 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、改善する点などについて

は、おおむね良好な施設運営が行われていると考えられるが、現行の運営状況において、

適切に管理されていることから、引き続き良好な管理運営に努められたいということ。 

 もう一つ、送迎バスについて、利用者サービスの向上に向け、積極的に周知を図られた

いということがありました。 

 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、これらを踏まえ、千葉市こてはし温水プールの指定管理者の

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

とになりますが、評価については私と事務局にて調整する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） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆さんから示された意見を、今後の施設の管理運

営に十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、お昼の休憩といたします。 

 １３時再開でよろしいですかね。ということで、休憩です。よろしくお願いします。 

（休憩） 

○横山部会長  では、再開いたします。 

 お願いします。 

○渡邊文化振興課長補佐  職員の入替えがありましたので、ご紹介いたします。 

 スポーツ施設等の所管をしております、スポーツ振興課長の山﨑です。 

 文化振興課長の小名木でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○横山部会長  それでは、千葉市大宮スポーツ広場について、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  それでは、座って説明をさせていただきます。 

 資料７－１、千葉市大宮スポーツ広場「平成２８年度指定管理者評価シート」をご覧く

ださい。 

 まず「１ 公の施設の基本情報」についてご説明いたします。 

 スポーツ広場設置管理条例では、本施設の設置目的を、市民の健康増進を図るとしてお

ります。 

 ビジョンは、市民の健康増進を図ることを目的とすると設定しております。 

 ミッションは、スポーツ・レクリエーション活動の場を提供する役割を担うと設定して

おります。 

 次に「２ 指定管理者の基本情報」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会です。 
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 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年間です。 

 選定方法は、非公募方式です。非公募とした理由は、地元住民で構成された管理運営委

員会との協働により、管理・運営を行うことで、公募するよりも指定管理委託料を低廉に

抑えることができると判断されるためです。 

 次に「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 

 「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、まず、施設利用者数について、

平成２８年度の実績は１万５，５３０人で、達成率は、市が設定した目標に対して９１．

４％となっております。 

 ２ページをご覧ください。 

 ２ページから３ページにかけて、指定管理者の収支状況について記載されており、内容

としてはご覧のとおりとなっております。 

 ３ページをご覧ください。 

 「（３）収支状況」ですが、平成２８年度における最終的な収支は、６万４千円の赤字

となっております。 

 次に「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

 「（１）管理運営による成果・実績」ですが、施設利用者数は、市の設定目標に対して

９１．４％となっているため、市の評価は「Ｃ」といたしました。 

 ４ページをご覧ください。 

 （２）の市の指定管理料支出の削減ですが、選定時の提案額と同額であったため、市の

評価は「Ｃ」といたしました。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。 

 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てい

たことが認められるため、すべての項目について、市の評価を「Ｃ」といたしました。 

 続きまして「（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。 

 「利用状況を踏まえ、若年層へ積極的にアピールすることなどにより、新たな利用者を

獲得し、施設利用の向上に努められたい」という意見に対しましては、地元を中心に声掛

けを行っており、その他の効果的な施設利用促進策については、今後も引き続き検討して

いきたいと考えております。 

 「多目的広場は、駐車場として利用するなど、新たな活用方法について検討されたい」

という意見に対しましては、多目的広場の有効活用については検討を行っているものの、

現状としては有効な活用方法は見つかっていないため、引き続き検討していきたいと考え

ております。 

 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。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」についてですが、実施内容としては、平

成２８年１０月１日から１０月３１日の期間で、利用者の属性や利用頻度、スタッフの対

応、施設の満足度等の質問項目のアンケートを配布し、１５３件の回答をいただきました。 

 アンケート結果についてご説明いたします。 

 「ア 居所」では、「若葉区」が８５％と最も多いです。 
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 「イ 年代」では、「７０代以上」が６４％で最も多く、次いで「６０代」が１８％で

す。 

 「ウ 性別」では、「男性」が５５．０％、「女性」が４５％です。 

 「エ 交通手段」では、「自転車」が３９％で最も多く、次いで「徒歩」が３１％です。 

 「オ 利用施設」では、「庭球場」が４４％で最も多く、次いで「野球場」が２９％で

す。 

 「カ 利用頻度」では、「週１～２回」が５２％で最も多く、次いで「週３回以上」が

３９％です。 

 「キ スタッフ」の対応では、「とても良い」が５９％と最も多く、次いで、「まあ良

い」が２６％です。 

 「ク 施設の状況」では、「まあ良い」が４１％と最も多く、次いで「とても良い」が

３３％です。 

 「ケ 予約の方法」では、「とても良い」が６３％で最も多く、次いで「まあ良い」が

２２％です。 

 「コ 今後の継続利用」では、「利用したい」が１００％です。 

 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。 

 「トイレの清掃が行き届いている」という意見につきましては、利用者の方々に引き続

き快適にお使いいただけるよう、小まめに清掃を行います。 

 「コートが滑りやすい」という意見につきましては、雨天後は適宜水切りなど必要な措

置を実施しておりますが、より入念に実施するようにいたします。 

 ６ページをご覧ください。 

 「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、評価は「Ｃ」となっております。指定

管理者は、施設の維持管理について、利用者からお褒めの言葉をいただいたことを自己評

価しましたが、その他の点についてはすべて、おおむね基準どおりの管理運営を適切に行

ったことから、評価を「Ｃ」としております。 

 「（２）市による評価」についても、おおむね管理運営の基準や事業計画に即した良好

な管理運営が行われていたと認められることから、評価を「Ｃ」としております。 

 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。 

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

務状況に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 当該施設の管理者である、千葉市大宮スポーツ広場管理運営委員会の計算書類等につい

ては、法人等の情報が含まれていないと判断されるため、公開のまま会議を行います。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を基に小野寺委員よりご意見

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○小野寺委員  ７－５とついているところの資料をご覧ください。こちらは、千葉市大

宮スポーツ広場管理運営委員会の決算書類なのですけれども、見ていただいておわかりの

とおり、当該施設の委託料が唯一と思われる収入。支出についても、当施設の委託運営に
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係る管理費による支出がすべてと思われます。 

 内容、前年以前と比較しましても、特に大きな変動はありませんで、「貸借対照表」に

ついても、前年から繰り越されたものに当期の損益が反映されているといった内容で、特

段問題はないと思われます。 

 したがいまして、直ちに事業の撤退・倒産のリスクはないと考えます。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、何かご質問等ございますでしょうか。 

 理由としては、財務状況に変動なくということでしょうかね。でも、純粋な法人とはま

た違うので、判断しようがない。 

○小野寺委員  そうなんですね。法人として、ほかの事業をやっていて、さらにその上

でこれだったら、そのほかの事業がどうなのかというのが見るポイントですけれども、こ

こに関しては全くありませんので。 

○横山部会長  まあ組織の特性上、特段問題ないと。 

○小野寺委員  そうです。 

○横山部会長  ということでよろしいでしょうか。 

 特にご意見、よろしいですかね。 

 どうぞ。 

○内山委員  この大宮につきましては、あの施設でよくやってくれているなと思ってい

ます。 

○横山部会長  財務に限って。 

○内山委員  財務はありません。 

○横山部会長  よろしいですか。ありがとうございます。 

 じゃあ、財務状況に関しては、今、小野寺委員から説明あったとおりということで、よ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○横山部会長  じゃあ、それを本部会の意見とすることにさせていただきますが、よろ

しいですかね。 

（異議なし） 

○横山部会長  じゃあ、続けます。 

 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、改善を要する検討について、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。 

 すみません、改めて内山委員。 

○内山委員  さっきちょっとお話しさせていただきましたけど、施設に行きまして、あ

の施設だけで住民の皆様がよく一生懸命なさっているなと、そういうことを思っておりま

す。あそこで頑張っていただきたいと。 

○横山部会長  現状維持に努めていただきたいという、そういうことでしょうかね。 

 ほかにご意見ございますか。 

 小野寺委員。 
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○小野寺委員  私も、おおむねよくやられているかと思いますし、自己評価に対する市

の評価も妥当だと思います。 

 その上でちょっと質問ですが、評価シートの４ページ（４）、前年の指定管理者選定評

価委員会の意見を踏まえた対応のところで、これの上段のほう、利用状況を踏まえ、若年

層へ積極的にアピールすることなど云々について、指定管理者の対応としては地元を中心

に声掛けを行ったと。声掛け、どのようにやったのかなというのが一つと。 

 あとは、５ページのアンケートのところに、利用者がどうやって来ているかといったと

ころ、交通手段で「徒歩」が３１％、「自転車」３９％、アのところ、居所はどこですか

に対しては「若葉区」が８５％ということは近所の人が歩きか自転車で来られているとい

うことのようです。 

 ですので、これはちょっと意見ですけど、地元を中心に声掛けを行った、ではなくて、

実は若葉区以外の人も利用できるんだよということをほかの地域のほうにアピールをする

ことで、更なる利用の向上が望めるのではないかというふうに考えましたので、意見とし

て申し上げたいです。 

○横山部会長  更に積極的に若葉区以外についてですかね、声掛けはしていただきたい

という、そういうことでいいですかね。 

○小野寺委員  そうですね。 

○横山部会長  前段の質問について、事務局のほうから、お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  まず１点目、地元中心に声掛けを行ったということですが、

地域的に大宮地区というのは、千葉市でもちょっと広くと申しますか、そういう地区にお

かれまして、かなり広い範囲の守備範囲、そういう範囲を占めています。 

 ですから、町内会の自治会の集いだとか、町内会の祭りだとか、そういうところでいろ

いろな声掛けを行っていたというようなことであります。 

 もう１点、やはり若葉区の人は多い、あるいは徒歩が多いということで、地元に集中し

ているのではないかなというところについては、これはお話ししましたように、大きい範

囲で地元を優先的に案内したということから、そういう傾向が生まれたと考えています。 

 それから、委員のおっしゃいましたように、地域にもっと根差したほうがよいのではな

いかということを今後、検討させていただければと思っております。 

○横山部会長  すみません、関連してなのですけど、確かこれ、おぼろげな記憶ですけ

れども、従前、野球場を利用していた野球チームが何かなくなったというのが、たしか利

用減の一因になっていたような。それを踏まえて、この意見を述べたのではないかなとい

う記憶なのですけれども、そう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。 

○横山部会長  だから、新たに利用する野球チームというのは、現状、出ていないので

しょうかね。もし把握されていれば。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね、地元の野球チームが解散したことで、先ほど申

しましたように、利用ニーズが大きく減少したというのが一つの原因になっておるのが、

現状というところでございます。 

○横山部会長  ですから、新たに利用するチームというのは、増えていないというのが

現状だということですね。 



 

 ―４２― 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。 

 ちょっと別の質問をもう１点なんですけど。資料７－４の３ページ目になりますかね。

この利用状況の内訳ですけれども、多目的広場、結局、年間利用者ゼロ、人数も団体もゼ

ロ、ゼロということですけれども、これに関して市のほう、何か打開策だとか、今後の利

用についてお考えになっているところというのはあるのですかね、あるいはないのですか。

ご回答いただければ。お願いします。 

○安藤生活文化スポーツ部長  昔の土のバレーボールコートが多目的広場という形にな

っていまして、それのニーズがないものですから、広場という形で多目的に使えるという

ことですが、広さ的にも、そういうバレーボールコート１面という中で、なかなかお使い

になる機会がないのかなというのが実際のところでありまして。皆さんが集まって体操し

たり、準備運動したりと、そういうようなスペースに使われているに過ぎないということ

で。 

 これを有効活用して、何かあそこでというのは、現段階で、ニーズとしてなかなかない

のかなというのが思っているところでございます。 

 ですので、フリースペースとして、皆さんが集まって、そこで準備運動をしたりですと

か、ちょっとしたミーティングを行ったりとか、そういった場でお使いいただくしかない

のかなというふうに思ってございます。 

○横山部会長  市としても、ちょっと悩ましい問題だということでしょうかね。分かり

ました。 

 小野寺委員は、ご覧になったことはありますか。 

○小野寺委員  前回、多分、一番最後に。 

○横山部会長  ご覧になっているんですね。わかりました。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  谷藤委員、どうぞ。 

○谷藤委員  利用状況のところは、多目的広場ゼロ、ゼロでずっときているのですけど、

アンケートは１４％使っているとなっていて、あれっと思ったのですが。もしかしたら、

これ、パーセントでしかないのでわからないですけど、テニスをしに来たけど、ちょっと

広場で体操したとか、そういうので二つとも使いましたという回答だったのかなと、推測

したのですけれども。 

 そうすると、例えば、テニスとか野球とかはしないけど、体操するみたいな人が、もう

ちょっとそういう使い方もできるよというアピールとかをすると、今、来ていない人も来

るきっかけになるのかなというふうに感じました。 

○横山部会長  ご意見ということですかね。 

○谷藤委員  はい、そういうふうにＰＲしたらどうでしょうかということです。評価の

妥当性とかは、このままでいいと思います。 

○横山部会長  わかりました。 

 ほかに、ご意見ございますでしょうか。 

 内山委員、よろしいですかね。先ほど、おっしゃられた。 

○内山委員  いいと思います。 
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○横山部会長  わかりました。 

 私のほうからは、やっぱり人数の減少には、歯止めがかからないということで、先ほど

小野寺委員もおっしゃられたような形で、やはり市全域に声掛けということを、更に継続

して行っていただきたいというふうに思います。 

 ほかに、ご意見よろしいでしょうかね。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあ、取りまとめ、お願いします。 

 今、委員の皆様からご意見をいただきましたけれども、市の評価の妥当性、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、主な意見としまして

は、市の評価の妥当性については妥当であるということ。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、改善を要する点については、おおむね良好な施設管理運営

が行われていると考えられますが、利用者向上のため、他の行政区への周知を含め、継続

的なＰＲに努められたい、そういう意見が出ました。 

 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  では、これらを踏まえて、千葉市大宮スポーツ広場の指定管理者の行っ

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

なりますが、先ほど同様、詳細については私と事務局で調整していくということで、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） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を今後の施設の管理運営に

十分反映していただきたいと思います。 

 次に、千葉市宮崎スポーツ広場について、施設所管課よりご説明お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、年度評価についてご説明いたします。 

 資料８－１、千葉市宮崎スポーツ広場「平成２８年度指定管理者評価シート」をご覧く

ださい。 

 まず、「１ 公の施設の基本情報」についてご説明いたします。 

 スポーツ広場設置管理条例では、本施設の設置目的を、「市民の健康の増進を図る」と

しております。 

 ビジョンは、「市民の健康増進を図ることを目的とする」と設定しております。 

 ミッションは、「スポーツ・レクリエーション活動の場を提供する役割を担う」と設定

しております。 

 次に「２ 指定管理者の基本情報」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、千葉市宮崎スポーツ広場管理運営委員会です。 

 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年間です。 

 選定方法は非公募方式です。非公募とした理由は、地元住民で構成された管理運営委員

会との協働により管理・運営を行うことで、公募するよりも指定管理委託料を低廉に抑え

ることができるためと判断されるためです、 

 次に、「３ 管理運営の成果・実績」についてご説明いたします。 
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 「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、まず施設利用者数について、平

成２８年度の実績は、８，１０２人で、達成率は、市が設定した目標に対して９０％とな

っております。 

 ２ページをご覧ください。 

 ２ページから３ページにかけて、指定管理者の収支状況について記載されており、内容

としてはご覧のとおりとなっております。 

 ３ページをご覧ください。 

 「（３）収支状況」についてですが、平成２８年度における最終的な収支は、１１万３

千円の黒字となっております。 

 次に「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

 「（１）管理運営による成果・実績」ですが、施設利用者数は、市の設定目標に対して

９０％となっているため、市の評価は「Ｃ」といたしました。 

 ４ページをご覧ください。 

 （２）、市の指定管理料支出の削減についてですが、選定時の提案額と同額であったた

め、市の評価は「Ｃ」といたしました。 

 次に「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。 

 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てい

たと認められるため、ほとんどの項目について、市の評価を「Ｃ」といたしました。 

 市の評価を「Ｂ」とした項目について、ご説明いたします。 

 「３ 施設の効用の発揮」の「（２）利用者サービスの充実」について、電話のみで予

約を完結できるように、予約受付方法を変更したことを評価し、市の評価を「Ｂ」として

おります。 

 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意見を踏まえた対応」について、ご説明いた

します。 

 「利用状況を踏まえ、若年層へ積極的にアピールすることなどにより新たな利用者を獲

得し、施設利用の向上に努められたい」という意見に対しましては、地元を中心に声掛け

を行っており、その他の効果的な施設利用促進策については、今後も引き続き検討してい

きたいと考えております。 

 「利用状況を踏まえ、新規利用者の獲得に向けた新たな方策を検討されたい」という意

見に対しましては、電話のみで予約を完結できるように予約方法を変更したことで、新規

利用者が参入しやすい環境を整えました。 

 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。 

 「（１）指定管理者が行ったアンケート調査」についてですが、実施内容としては、平

成２８年１０月１日から１０月３１日の期間で、利用者の属性や利用頻度、スタッフの対

応、施設の満足度等の質問項目のアンケートを配布し、９６件の回答をいただきました。 

 アンケート結果についてご説明いたします。 

 「ア 居所」についてですが、「中央区」は６２％と最も多く、次いで、「市外」が１

３％となっております。 

 「イ 年代」では、「６０代」が４０％で最も多く、次いで、「５０代」が２７％とな
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っております。 

 「ウ 性別」では、「男性」が４３．０％、「女性」が５７％でございます。 

 「エ 交通手段」では、「自家用車」が７２％で最も多く、次いで、「自転車」が１

８％です。 

 「オ 利用頻度」では、「週１～２回」が６７％で最も多く、次いで、「月１～２回程

度」が２２％です。 

 「カ スタッフ」の対応では、「とても良い」が６４％と最も多く、次いで、「まあ良

い」が２８％です。 

 「キ 施設の状況」では、「まあ良い」が３８％と最も多く、次いで、「普通」が３

２％です。 

 「ケ 予約の方法」では、「まあ良い」が４０％で最も多く、次いで、「とても良い」

が２８％です。 

 「コ 今後の継続利用」では、利用したいが１００％です。 

 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。 

 「夏は日影、冬は日向にベンチを増やしてほしい」という意見につきましては、予備の

ベンチがあるため、利用状況を見ながら、プレーに支障を来さない範囲で適宜設置するよ

うにいたします。 

 「まわりの草が気になる」という意見につきましては、草刈りの頻度を増やすなど、状

況に応じて適切な対応を図ることとします。特に、夏場は雑草の成長速度が速いため、状

況を注視するようにいたします。 

 ６ページをご覧ください。 

 「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「Ｃ」となっております。指

定管理者は、予約を電話のみで完結できるように変更したことを自己評価しましたが、そ

の他の点については、おおむね基準どおりの管理運営を適切に行ったことから、評価を

「Ｃ」としております。 

 「（２）市による評価」についても、おおむね管理運営の基準や事業計画に即した良好

な管理運営が行われていたと認められることから、評価を「Ｃ」としております。 

 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。 

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

者の財務状況に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 こちらの指定管理者についても、先ほどと同様、計算書類等に関して、法人等の情報が

含まれていないと判断されるため、公開のまま会議を行います。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を基に小野寺委員よりご意見

をお願いします。 

○小野寺委員  資料８－５をご覧ください。 

 こちらのほうも、管理運営委員会の記載の状況でありますので、当該施設の収入が唯一

の売り上げ、それから、支出についても、こちらの施設の受託運営に係る支出がすべてと
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思われます。 

 前年と比べましても、大きな差異はありません。 

 また「貸借対照表」につきましても、前年の繰越に当年度の実績が反映されているとい

うことで、特に問題はございません。 

 したがいまして、当運営委員会の事業の撤退であるとか、倒産のリスクというのは少な

いと考えてよいかと思います。 

○横山部会長  ありがとうございます。 

 ご意見の理由としては、先ほどと同様、変動ないということ、問題にすべき点にないと、

そういうことでよろしいでしょうか。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  何かご質問とか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  では、ご意見をいただきましたが、財務状況に関する意見としましては、

特に財政状況に変動なく、問題にする点はないということで、倒産・撤退のリスクについ

てはないということになると。 

 よろしいでしょうかね。 

（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 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、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いたいと思います。 

 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 ちょっとすみません、私のほうから１点、確認なんですけれども。予約の方法というこ

となのですけれども、従前は確か現地に行って予約をしなければいけない。それを電話の

みで終わらせるようにしたと、そういうことですよね。 

 そうだとすると、前回まで不評だったことを通常に戻したとも評価できるのですけど、

市としては、積極的に評価するということなのですかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね。改善できなかった部分のところを、改善できた

のかなというところで。 

○横山部会長  まあ「Ｂ」だということですね。 

○スポーツ振興課長  はい。 

○横山部会長  わかりました。 

 何か、谷藤委員。 

○谷藤委員  ここの５ページの上の。 

○横山部会長  資料８－１ですね。 

○谷藤委員  はい、資料８－１の５ページの（４）のところの二つ目の今のところです

けど、要望を踏まえ云々で、新規利用者が参入しやすい環境を整えたということで、結果

として、新規利用者が増えたという理解でいいのでしょうか。 

 アンケートは１００人ぐらいなので解釈は難しいですけど、初めてという方は、確かに

いらっしゃって、この割合で全部いくと、７、８０人ぐらい新規の人が増えたんだとした
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ら、これはやっぱり、「Ｂ」でいいのではないかなと思うのですが。やったということだ

けではなくて、その成果が少しでも見えたのだったら評価、でいいのではないかと思いま

す。 

○横山部会長  新規の総数とかを把握されているのであれば。回答者数が資料の、訂正

がありまして９６人の１％。 

○谷藤委員  なので、多分１人で、そうすると全体は、きれいに配分すると数十人でと

いうこと。 

○横山部会長  ８千人ですから８０人と。 

○谷藤委員  うまくいけばそうですけど。 

○山﨑スポーツ振興課長  そうですね、この改善の解釈としましては、新規利用者数が

参入しやすい環境を整えたということで、今までは現地に行かないとできなかったのだけ

れども、電話でできるようになったという、環境をまず整えたというところを評価したい

というところで、これからそれが広まることによって、どんどん新規参入のお客さんが増

えるのかなということを期待しているということです。 

○横山部会長  電話で足りるということを、更に広報していかなきゃいけないというこ

とでしょうかね。 

○谷藤委員  そうですね、そうしていただきたいという要望も。 

○横山部会長  ご意見としては、市の評価自体は、特にご異論はないということでしょ

うか。 

○谷藤委員  そうですね、なかなかできなかったということをやったというのは、何か

よいことだと思いますね。 

○横山部会長  意見、または改善を要するに点等についてのご提案をいただければと思

いますが。 

○谷藤委員  そこがせっかく整えた環境なので、もっとＰＲするなり、更によい方法を

模索してほしいということ。 

○横山部会長  平成２７年度の意見とも重なりますけど、更に新規利用者の獲得に尽力

していただきたいと。 

 内山委員、何かご意見ありますか。 

○内山委員  これも先ほどの大宮さんと同じで、その地域の人が圧倒的に多いのは、こ

れはどうしようもないなと思って。 

 今、見ていて、どうしても６０歳以上が７０％近くいる、４０代前ぐらいが合計で１

０％、だからどこへ行っても若い者が少ないということ。ここをいかに来ていただくかと

いうことを考えないと、なかなか利用人数が増えないのじゃないかな、そういうことでご

ざいます。 

○横山部会長  ２７年度で見ても、若年層に積極的にアピールしてほしいと、そういう

ことでしょうか。 

○横山部会長  他になにかありますでしょうか。特によろしいですか。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあ、すみません、取りまとめ、お願いします。 

 今ご意見いただきましたが、市の評価の妥当性、施設管理運営のサービス水準向上、業



 

 ―４８― 

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しましては、市の評価の妥当

性については妥当であると考える。 

 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ていると考えられるが、利用者数の向上のため、

予約の変更を積極的にＰＲし、新規利用者の獲得に努められたい、そのような意見がござ

いました。 

 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  これを踏まえ、千葉市宮崎スポーツ広場の指定管理者の行った施設の管

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

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） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を今後の施設の管理運営に

十分反映していただきたいと思います。 

 それでは、次に、千葉ポートアリーナについて、施設所管課にご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、年度評価についてご説明いたします。 

 資料９－１、千葉ポートアリーナ「平成２８年度指定管理者評価シート」をご覧くださ

い。 

 まず「１ 公の施設の基本情報」についてですが、ご覧のとおりとなっております。 

 千葉ポートアリーナ設置管理条例では、本施設の設置目的を「スポーツの振興及び文化

の向上を図るため」としております。 

 この設置目的を踏まえ、本施設の目的・目指すべき方向性を示したビジョンは、「トッ

プスポーツのホームゲーム開催や競技スポーツの国際大会・全国大会の開催や、市民総体

等の市民レベルの大会開催のほか、障害者スポーツ施策の展開における拠点等、市スポー

ツ施策の中心的役割を果たすこと」と設定しております。 

 さらに、このビジョンを実現するためのミッションとして、「市スポーツ施策と一体と

なり、東京オリンピック・パラリンピックに向けた事前キャンプ受入れや障害者スポーツ

大会の受入れ、さらには市内他施設において需要の吸収が困難な市民レベルの大会等の受

入れを中心に行うこと」と設定しております。 

 次に「２ 指定管理者の基本情報」についてご説明いたします。 

 指定管理者は、公益財団法人千葉市スポーツ振興財団です、 

 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年間です。 

 選定方法は非公募方式です。非公募とした理由は、東京オリンピック・パラリンピック、

障害者スポーツ関係の事業で施設利用が大幅に制限され、民間事業者の創意工夫による効

果の発揮、収益拡大が見込めないという状況下にあって、収益を目標としない公益財団法

人であり、市の施策実現のために設立された外郭団体である千葉市スポーツ振興財団が、

本施設の管理運営に適していると判断されるためです。 

 ２ページをご覧ください。 
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 「３ 管理運営の成果・実現」についてご説明いたします。 

 「（１）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、まず、施設利用者数について、

平成２８年度の実績は２６万９，８３１人で、達成率は市が設定した目標に対して１０７．

９％、指定管理者が設定した目標に対して１０３．８％となっております。 

 続いて、スポーツ教室開催数について、平成２８年度の実績は２５回で、達成率は市が

設定した目標に対して１２５％、指定管理者が設定した目標に対して１００％となってお

ります。 

 ３ページをご覧ください。 

 ３ページから４ページにかけて、指定管理者の収支状況について記載されており、内容

としてはご覧のとおりとなっております。 

 お時間も限られておりますので、収支状況については、実績と計画、または提案の額が

大きかったものなどについてのみ、ご説明いたします。 

 まず、３ページの「（１）必須管理業務収支状況」の「ア 収入」の指定管理料ですが、

計画額に対して実績が減少している理由は、光熱水費単価の値下がりなど、指定管理者の

努力によらない要因により、光熱水費が減少し余剰金が発生したため、精算処理をしたた

めです。 

 続いて「イ 支出」の事務費ですが、計画に対して実績が減少した主な理由は、先にも

述べました、光熱水費単価の減少により、光熱水費が減少したためです。 

 次に、管理費ですが、実績が計画に対して減少した主な理由は、点検や予防修繕を徹底

したことにより、指定管理者の修繕費が減少したためです。 

 ４ページをご覧ください。 

 最終的な収支状況ですが、平成２８年度は、４６９万３千円の黒字となっております。 

 ５ページをご覧ください。 

 「５ 管理運営状況の評価」についてご説明いたします。 

 「（１）管理運営による成果・実績」について、まず、施設利用者数ですが、市の設定

目標に対して１０７．９％となっており、市の評価は「Ｂ」といたしました。 

 続きまして、スポーツ教室の開催数ですが、市の設定目標に対して１２５％となってお

り、評価は「Ａ」といたしました。 

 ６ページをご覧ください。 

 「（３）管理運営の履行状況」についてご説明いたします。 

 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てい

たと認められるため、ほとんどの項目について、市の評価を「Ｃ」といたしました。 

 市の評価を「Ｂ」とした項目についてご説明いたします。 

 「４ その他」についてですが、有期雇用職員の市内雇用を積極的に推進したことを評

価しております。 

 続いて「（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。 

 「障害者スポーツ推進のため、アンケートについて、施設の利用申込者だけでなく大会

に参加する障害者も対象とするなど、アンケート方法を工夫されたい」という意見に対し

ましては、効果的な調査方法や質問項目について検討しており、平成２９年度のアンケー
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トから実施する予定です。 

 次に、「障害者スポーツの利用にあたっては、利用料金の減免などによる収支への影響

等を踏まえ、市と指定管理者との連携内容について十分に検討されたい」という意見に対

しましては、障害者スポーツ大会での利用減免等による収支への影響等を踏まえ、委託料

の算定を行いました。 

 次に、「自主事業の魅力向上にあたり、事業内容の充実や見直しを検討されたい」とい

う意見に対しましては、平成２８年度は新規自主事業として、親子ふれあい体操教室を実

施しました。自主事業の実施内容については、今後も引き続き検討し、改善していきたい

と考えております。 

 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９月１３日から１０月１５日の期間で１３６件、平成２９年２

月１５日から３月１４日の期間で４５件、計２回で１８１件の回答をいただきました。 

 １回目のアンケートでは、個人利用者を含むアンケートを実施し、質問内容は「接客マ

ナーや対応」、「館内の清潔さ」、「備品等の充実度」、「予約方法」、「予約方法に対

する満足度」等についてなどです。 

 ２回目のアンケートでは、専用利用者を中心にアンケートを実施し、質問内容は「利用

頻度」、「施設の設備」、「接客マナーや対応」についてなどです。 

 １回目のアンケート結果からご説明いたします。 

 回答者の「性別」では「男性」が５１％、「女性」が４９％です。 

 「利用施設」では「メインアリーナ」４９％、「サブアリーナ」４０％、「トレーニン

グ室（２）」が１１％です。 

 「接客マナーや対応」では「とても良い」が５７％で最も多く、続いて「まあ良い」が

３９％です。 

 「館内の清潔さ」では「とても良い」が６４％で最も多く、続いて「まあ良い」が３

４％です。 

 「備品の充実度」では「とても良い」が５１％で最も多く、続いて「まあ良い」が４

３％です。 

 「予約方法」では「ちば施設予約サービス」が５３％で最も多く、続いて「電話」が２

８％です。 

 「予約方法に対する満足度」では「満足」が９５％です。 

 続いて、２回目のアンケート結果について説明いたします。 

 「性別」では「男性」が６９％、「女性」が３１％です。 

 「利用種目」では「フットサル」が２４％で最も多く、続いて「バスケットボール」が

２０％です。 

 「利用頻度」では「月に１回程度」が４２％で最も多く、続いて「年に数回」が３６％

です。 

 「施設の設備」では「とても良い」が８４％で最も多く、続いて「まあ良い」が１６％

です。 

 「接客マナーや対応」では「とても良い」が７６％で最も多く、続いて「まあ良い」が
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２４％です。 

 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。 

 まず、「バスケットゴールの場所がたまにずれているので、正確な場所に置いていただ

けるとうれしい」というご意見につきましては、移動式バスケットゴールの場所にずれが

生じないように、より一層注意を払っております。 

 次に、「トレーニング室の鏡の前の手すりを直してほしい」という意見につきましては、

手すりの固定器具に不具合があり、修繕を実施済みです。 

 ８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「Ｃ」となっております。指

定管理者は、おおむね管理運営の基準や事業計画に即した良好な管理運営を行うことがで

きたと自己評価しております。 

 「（２）市による評価」についてですが、おおむね管理運営の基準や事業計画に即した

良好な管理運営が行われていたと認められることから、市による評価も「Ｃ」といたしま

した。 

 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。 

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

財務状況に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 こちらの指定管理者についても先ほどと同様、計算書類等に関して法人等の情報が含ま

れていないと判断されるため、公開のまま会議を行いたいと思います。 

 それでは、指定管理者の財務状況等に関して、計算書類等を基に小野寺委員より、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。 

○小野寺委員  お手元の資料９－５をご覧ください。 

 まず、文章編が前半長くて、資料９－５の２７ページをご覧ください。 

○横山部会長  「正味財産増減計算書」でよろしいですね。 

○小野寺委員  はい、そうです。「正味財産増減計算書」。それが会社等における「損

益計算書」に相当するものです。 

 こちら、２７ページは前年と比較して書いていますので、わかりやすいですが、見ると

ころが上のほう「一般正味財産増減の部」、「１ 経常増減の部」。こちらのほうは普通

の会社でいうところの営業外みたいなものです。 

 この中で見るべきところは、下から３分の１くらい、経常収益計というところ、当年度

が５億６００万円に対して前年度は５億５００万円ということで、１５０万円ほど今年度

は増えています。 

 その中身としては、ここから上のほうで、受託施設管理事業収益が前年が３，８００万

円あったところが当年度はゼロということと、真ん中辺、受取地方公共団体補助金、こち

ら前年が１億１，１００万円に対して、当年度は１億７，４００万円ということで、３，

３００万円のプラスということで、ほぼ経常収益計のところは前年並みというところです。 

 その下、下から３分の１以下のほうが事業費で、こちらは裏の２８ページから２９ペー
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ジにかけてありますが、２９ページの一番上の経常費用計、ここのところを見ましょうか

ね。２９ページの一番上、経常費用の計が当年度４億８，５００万円というのは、前年度

５億７００万円に対して２，２００万円減っていますと。 

 要は、費用が減っていまして、その内容としては２８ページ、２７ページにあるところ

で、一番大きなところとしては、２７ページの臨時雇賃金という、臨時の人件費、これが

１千万円減ったことが一番大きいと思います。あとは、ちょこちょこと細かい費目が変動

していますので。 

 その結果、２９ページの真ん中辺、当期一般正味財産増減額、これが普通の会社でいう

ところの当期利益に相当すると思います。 

 こちらは、前年がマイナスの２６３万２千円であったところ、当年度は２，１３１万円

ということで、２，３００万円ほど改善をしているという状況です。 

 この結果、２９ページの一番下、正味財産期末残高、これが普通の会社でいうところの

純資産に相当するものですが、前年度５億４，４００万円に対して、当年度は５億６，２

００万円ということで、１，７００万円のプラスという状況です。 

 あと、２３ページと２４ページ、こちら「貸借対照表」ですが、こちらも前年度の比較

がされていて、特に気になるところはございませんでした。 

 以上から、当法人につきましては、直ちに事業の撤退、あるいは倒産のリスクというの

は可能性は少ないと考えてよいかと思います。 

 以上です。 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 理由としては、正味財産の増加が見られるということで。 

○小野寺委員  利益が出ている。 

○横山部会長  利益が出ており、倒産・撤退のリスクについては、直ちにないというこ

とでしょうかね。 

○小野寺委員  はい。 

○横山部会長  わかりました。 

 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 谷藤委員、よろしいですかね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  じゃあ、今、申し上げたとおり、利益が出ているということから、倒

産・撤退リスクについてはないということになります。 

 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、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いたいと思います。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 私から１点、質問させていただきたいのですが、資料９－１の５ページ目の５の（１）

でスポーツ教室の開催数について、市の評価は「Ａ」ということ、訂正の資料であります
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けど、「Ａ」ということで伺いましたけれども。一方で、資料９－２のところで「モニタ

リングシート」の１９ページから２０ページにかけての部分なのですけれども、１９ペー

ジの「（８）自主事業の効果的な実施」ということで、教室事業について、バツをつけて

いて、しかも地元球団選手による教室開催ということが実施されていない。しかも、これ

に対する回答が、２２ページになろうかと思いますが、次年度の計画で検討しますという

ことで、ちょっとはっきりした回答が出ていない。にもかかわらず「Ａ」をつけていると

いうのは、どういう理由からなんですか。 

 あるいは、この実施されなかった教室は、ここの２５教室に、カウントされているのか

いないのか、教えてください。 

○スポーツ振興課  教室の開催数なんですけれども、あくまでここでは数字上の開催実

績のみというところでお出ししておりまして、実際に２５教室、そこに野球、地元球団に

よる教室は含まれてはいなのですけれども、２５教室実施したというところで「Ａ」評価

としております。 

○横山部会長  ごめんなさい、提案書には書いてある、手元に提案書がないからわから

ないですけど、にもかかわらず、計画では指定管理者は２５ということで、それを含めな

かった、含めない数字を出してきたということなんですか。 

 先ほど申し上げたように、市の評価は「×」をつけているのに「Ａ」評価というのは、

ちょっと何か矛盾しているような気がするんですけれども。 

○安藤生活文化スポーツ部長  数字だけの話で、オーバーしているので「Ａ」評価とい

うことで申し上げましたが、ここで申し上げるように、提案にあった地元球団による教室、

開催されておりませんので、それを含めて、総合的に判断するというものがありますので、

そうした場合に、「Ａ」評価というのはいかがなものかなというのがございまして。今、

改めてご指摘をいただきますと、これはなかなか「Ａ」というのは難しいだろうというと

ころでございます。 

 評価としては「Ｂ」、もしくは「Ｃ」というところに落ちるのかなというふうに思いま

す。これは訂正させていただきます。 

○横山部会長  わかりました。というのは、やっぱり指定管理者が千葉市のスポーツ振

興財団なので、お手盛り的に見られちゃうと、何か評価の客観性というのはどうなのかな

と。 

○安藤生活文化スポーツ部長  「×」がついているということであれば「Ｃ」というこ

とになるかなと。数は行ったけれども、ある一つの売りであった球団でもないと。総合的

に判断すると、これは「Ｃ」でもいいのかなというふうに思いますので、訂正させていた

だきます。 

○横山部会長  わかりました。ごめんなさい、「Ｃ」まで下げちゃいますか。「Ａ」だ

ったので、「Ｂ」でもいいかもしれません。 

○安藤生活文化スポーツ部長  「×」というのがつきましたので。 

○横山部会長  わかりました。 

 ごめんなさい、参考までに、地元球団というのは野球ですかね、バスケット。 

○山﨑スポーツ振興課長  野球です。千葉ロッテマリーンズ。 

○横山部会長  指定管理者は、次期、検討するぐらいの回答しか出ていないのですけど、
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今年度どうなのですかね。やるのですか、やらないのですか。 

○内山スポーツ振興課長補佐  こちらのほうは、指定管理者としても、地元球団という

ことで目玉として取り組みたいという希望は持っているんですが、何しろプロ野球球団と

いうところで。スケジュールが非常に難しいという部分がございまして、それによって開

催のほうも苦労しているというのが実態でございまして。ですが、何度か調整をして、や

りたいという気持ちはあるということでございます。 

○横山部会長  わかりました。 

 ほかに、ご意見、ご質問とかございましたら。 

 内山委員、いかがですか。 

 総合評価「Ｃ」という点に関しては。 

○内山委員  いいんじゃないですか。 

○横山部会長  特にないということですかね。 

 谷藤委員、何かご意見ありますか。 

○谷藤委員  評価に関しては、妥当だと思います。 

 要望としては、ニーズの把握などを地元にちょっと根差した団体かと思うので、もうち

ょっときめ細かにニーズを吸い上げて、要望に見合うことをしてほしいなと思います。 

○横山部会長  ご意見ということで。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  小野寺委員、いかがですか。 

○小野寺委員  評価は、この総合評価は妥当と思います。 

 サービスに関しては、先ほどの部会長ご指摘のような、野球教室を開催されていないと

かそんなこともありましたので、引き続き魅力的な自主事業等を含めて、何か目玉になる

ようなことも含めて、引き続き実施のほうを努力されたいと思います。 

○横山部会長  要望として、地域に対して目玉となるような事業を、実現するようにと

いうことも含めてでしょうかね。取り組んでいっていただきたいという、そういうことで

しょうかね。わかりました。 

 私のほうから申し上げると、総合評価としては、これでよろしいのかなと。先ほど私、

細かい点を指摘もしましたけれども、おおむねよくやっているんではないかなという気が

しますが。何せ大きな箱ですので、それなりにやっぱり有効利用の方向というのがまだあ

ろうかと思いますので、更に充実した、魅力ある事業に取り組んでいっていただきたいと

いうように、感想というか、意見です。 

 内山委員、何かございますでしょうか。 

○内山委員  要するに、大きな施設ですので、これから３年後には東京オリンピック・

パラリンピックということで、どんどんとトップアスリートさんの利用が多いんじゃない

かなと。 

 そうすると、それに対応して、だから一般の人は多少はカットされていくかなと。それ

はだから多少は我慢しなきゃいけないのかなと。そういうことで、この施設が３年後まで、

多少はそういう方向に進んでも、やむを得ないかなと思っております。 

○横山部会長  資料９－４の「事業報告書」で結構、日々の利用状況を見ると障害者ス

ポーツの開催が多いと。 
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○内山委員  そうですね。結構多いですね。 

○横山部会長  そういうところが評価されるという、そういうことでしょうか。 

○内山委員  そうですね。 

○横山部会長  わかりました。 

○内山委員  やむを得ないかなと。 

○横山部会長  うまく調整を図ってやっていっていただきたいということでしょうかね。 

 ほかにご意見、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  じゃあ、すみません、取りまとめお願いします。 

 ただいま、委員の皆様からご意見いただきましたが、市の評価の妥当性、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、市の評価の妥当性については、妥当であるということ。 

 施設管理運営のサービス水準向上等について、おおむね良好な施設運営が行われている

と考えられますが、まず一つ、自主事業について、市民サービスの向上のため、施設の特

性を生かしながら、更なる魅力的な事業の実施に努められたいということ。ただ、利用者

のきめ細やかなニーズを吸い上げて、更なる利用者の存続を図られたいという、そういう

意見がございました。 

 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  それでは、これらを踏まえ、千葉ポートアリーナの指定管理者の行った

施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見をまとめる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） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示されたご意見を、今後の施設の管理運

営に十分反映していただきたいと思います。 

 次に、千葉アイススケート場について、施設所管課より説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  それでは、年度評価についてご説明いたします。 

 資料１０－１、アクアリンクちば「平成２８年度指定管理者評価シート」をご覧くださ

い。ある程度重要な点に絞ってご説明させていただきます。 

 「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、株式会社パティネレジャーです。 

 指定期間は、平成２６年４月１日から平成３６年３月３１日までです。 

 選定方法は、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）成果指標に係る数値目標の達成状況」ですが、当施設においては、成果指
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標を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２２万

５，０３２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「（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１億５，６０６万円、計画額は１億５，５１７万円、提案額は１

億４，７６８万円、前年度実績は１億５，４５９万円です。その他収入はございません。 

 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９，６２７万円、計画額は９，６４５万円、

提案額は６，６１４万円、前年度実績は９，２６３万円です。 

 計画比で実績が減少した理由は、パート就業時間の減に伴い、支払給与が減少したため

です。 

 事務費の実績は３，７４９万円、計画額は３，９６３万円、提案額は３，４４３万円、

前年度実績は４，０４６万円です。 

 計画比で実績が減少した理由は、公課費が減少したためです。 

 管理費の実績は３，６１７万円、計画額は４，３０６万円、提案額は４，９２０万円、

前年度実績は４，５２２万円です。 

 計画比で実績が減少した理由は、設備管理費等が減少したためです。 

 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１億６，９９４万円、計画額は１億７，９１６万円、提案額は１億

４，９７８万円、前年度実績は１億７，８３３万円です。 

 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５，２７９万円、前年度実績は５，

５８６万円です。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とな

ります。 

 次に「イ 支出」について、人件費の実績は１，９０４万円、前年度実績は１，８７９

万円です。事務費の実績は８５９万円、前年度実績は９２１万円です。管理費の実績は３

２４万円、前年度実績は５４１万円です。 

 次に「（３）収支状況」についてご説明いたします。 

 ご覧のとおり必須業務の収支合計は１，３８７万円の赤字ですが、自主事業の収支合計

で２，１９１万円を確保し、総収支では８０３万円の黒字となりました。 

 利益の還元額は０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９９．４％と

なっており、市による評価は「Ｃ」といたしました。 

 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」についてご説明いたします。 
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 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、優れた管理運営が行われて

いると認められたため、半数以上の項目について、市の評価は「Ａ」又は「Ｂ」といたし

ました。 

 各項目について、「Ａ」又は「Ｂ」と評価した理由をご説明いたします。 

 「２ 施設管理能力」の「（２）施設の維持管理業務」については、景観向上のためプ

ランターを設置したことやポイ捨て禁止啓発用看板の設置、冷凍設備の法定点検頻度を増

やし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、英語と中国

語で利用者案内・注意看板を作成し、外国人の利用促進を図ったことなどを評価いたしま

した。 

 「（２）利用者サービスの充実」については、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、スケート初心者向けのワンコイン教室

を実施するなど、自主事業を数多く実施したことを評価いたしました。 

 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意見を踏まえた対応」について、ご説明いた

します。 

 「アンケート内容を踏まえ、利用者ニーズを把握・分析し、事業内容の充実に努められ

たい」という意見に対しましては、「①把握・分析」として、毎年夏に利用者満足度調査

を実施、また、常設のアンケートボックスに寄せられた要望等を毎月集計しました。 

 「②対応」として、要望のうち、すぐに対応可能なものについては迅速に対応、慎重な

検討を要するものは定例会議の場で決定いたしました。 

 「③公開」として、対応結果（対応できないものについてはその理由）について、施設

公式ホームページや施設内掲示板で公開をいたしました。 

 次に、６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。 

 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８月１日から８月３１日の３１日間で２３４人から回答をいた

だきました。 

 質問項目は、記載のとおりとなっております。アンケート結果をご説明いたします。 

 「ア 回答者の属性」について、「男女別」では「男性」３８％、「女性」６２％です。 

 「年代別」では「４０代」が３４％、次いで「３０代」が１８％です。 

 「利用施設」は「スケート場」５５％、「温浴施設」４０％、「レストラン」５％です。 

 「利用頻度」では「新規」２０％、次いで「週１～２回程度」が１８％です。 

 「居住地域別」では「市内」が５７％、「その他県内」３４％、「県外」９％です。 

 以下、質問項目として「セ レストラン・売店」を除く、イ～ス各項目について、「満

足」、「やや満足」の合計が、おおむね８５％を超えています。ソの施設全体の満足度に
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おいて「満足」と「やや満足」の合計が９５．８％と高い評価となっております。 

 一方「セ レストラン・売店」については「満足」、「やや満足」の合計が７９．７％

と比較的低い数字となっています。レストラン・売店は、ガスが使えないという設備的な

制約がある中での営業のため、どうしても満足度のパーセンテージは低くなっており、レ

ストランとしてもスペースを確保して食事を提供する以上、制約の有無にかかわらず、利

用者からはどうしても一定のクオリティを求められるため、できる範囲で少しでも満足度

を向上できるよう検討していきたいと考えております。 

 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。 

 「外国人利用者向けの英語、中国語の利用案内が欲しい」という意見につきましては、

英語と中国語で施設の利用案内、注意看板を作成いたしました。 

 「リンク外周でのステップ練習やジャンプ後のはみ出しが怖くて初心者が安心して滑れ

ない」という意見につきましては、同種のクレームがあった場合に備えて練習行為の自制

を促すため、注意放送をマニュアル化し、更に目に余る場合は個別に注意するようリンク

監視員に周知徹底を図りました。 

 次に、「レストランメニューにアレルギー表示をしてほしい」という意見につきまして

は、レストランメニューのアレルギー一覧表を作成し、レストラン内に掲示することとい

たしました。 

 次に、「休日のスケートリンクの混雑状況を知りたい」という意見につきましては、フ

ェイスブックに画像を掲載することにより、リンクの混雑状況をホームページで見られる

ようにいたしました。 

 ７ページをご覧ください。 

 「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、施設の維持管理において管理運営の基準、維持管理計画にない改善を行

ったこと、施設の運営面においては、利用者の意見・苦情・要望を反映した改善を行った

こと、自主事業においては計画にないスケート場バックヤードツアーを実施したことを実

施したことを自己評価いたしました。 

 「（２）市による評価」については、評価を「Ｂ」といたしました。 

 収支については、人件費、修繕費、施設管理費等の支出額が計画値を下回った結果、黒

字を計上したこと。 

 利用者アンケートの結果において、施設全体の満足度を「非常に満足」または「おおむ

ね満足」とした回答者の割合は９５．８％となっており、前年度の９７．７％と比較する

と低下はしているが、良好な運営が行われていることが認められることを評価いたしまし

た。 

 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。 

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

財務状況に関して、意見交換を行いたいと思います。 

 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ますので、ここからは
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非公開といたしますが、傍聴人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。 

 では、指定管理者の財務状況当に関して、計算書類等を基に小野寺委員よりご説明いた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○小野寺委員  全体としまして、直ちに倒産、あるいは事業の撤退というリスクは少な

いかと思います。 

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

当する情報（法人等情報）が含まれているため、表示していません。） 

○横山部会長  じゃあ、財務状況の意見につきましては、ただいま小野寺委員から説明

があったとおりということで、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。 

 では、次に行う指定管理者の市の評価の妥当性、施設管理運営のサービス水準向上、業

務効率化の方策、また、改善を要する点等に関する意見交換については公開といたします。 

 傍聴人はいらっしゃいませんので、このまま続けます。 

 指定管理者年度評価シートを基に、皆様からご意見をいただければと思います。 

 何かご意見ございますでしょうか。 

 谷藤委員、いかがですか。今回「Ａ」評価ということで。 

○谷藤委員  そうですね、そこがちょっとやっぱり気になるので。特に優れたというと

ころまでというのが、先ほどの説明だとわからなかったですが。 

○横山部会長  チェックシートのほうで、ご意見いただければと思いますけれども。

「モニタリングレポート」ですかね。 

○谷藤委員  「Ａ」と「Ｂ」の違いは、難しいですけども、どのように判断されていま

すか。 

○横山部会長  資料１０－２の５ページ、６ページあたりでしょうかね。点検頻度を増

やしていくという。あと、プランターを置いたりということ、特に優れているということ

ですけど。 

 何か事務局のほうでコメントあれば、お願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  特に優れている点といたしましては、施設のほうが設置した

ことにプラスアルファ、来場される方々に、非常にきれいだというような印象を与えると

いうような形で、施設の利用頻度を高める一つになっているのかなというような形で、評

価しています。 

○横山部会長  数値にあらわれない、実感的なものということでしょうか。 

 お願いします。 

○安藤生活文化スポーツ部長  やはり法定点検のところ、３年に１回でいいというとこ

ろを、毎年行うということでございますので。これは、公の施設でありますので、この法

定どおりよりも３倍やっているということでありますので、市民が利用することを想定し

ますと、よりきめ細かい点検をすることによって、市民サービスを意識するという姿勢を

買ったというところです。 

○横山部会長  谷藤委員、よろしいでしょうか。そういうことで。 

○谷藤委員  はい。 
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○横山部会長  特に、異論があるというわけじゃないですね。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  「Ａ」評価で。ほかのところで、「Ｂ」評価のところがあったのですが、

そこのところもいいということで。 

○谷藤委員  そうですね。 

○横山部会長  そこはよろしいでしょうか。 

○谷藤委員  はい。 

○横山部会長  何か改善を要する点であるとか、あるいは指定管理者に対するご意見が

あれば。 

○谷藤委員  アンケートで幾つかの項目で、「やや不満」がちょっと気になるなという

気がしたので。 

○横山部会長  まず、料金がちょっと不満が多いです。これ、条例事項ですので。 

○谷藤委員  定期券とかはどこまで裁量が可能だったのでしょうか。 

○横山部会長  回数券みたいなもので。 

○谷藤委員  回数券とか定期券とかがあって。 

○横山部会長  事務局のほうで、何かご説明。 

○山﨑スポーツ振興課長  料金ということで。 

○谷藤委員  はい。回数券とか、定期券はここで何か裁量できたのでしたか。 

○スポーツ振興課  そちらはある程度、従前のものを生かしているという。 

○横山部会長  特にそういう工夫をされているわけではない、そこまではいっていない

ということですか。 

○スポーツ振興課  そうですね。外観であるとか、お客さんが来るところを先に進めて

いる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。 

 あと、レストラン・売店の不満足も結構数字が高いけど、先ほどご説明あったように施

設の制約ということで、逆に評価されているところもありますけど。裏のレストラン、室

内のものと、外のうどん屋さんでしたか、あそこも含めてということですよね。 

 外はプロパンガスか何か置いてあるのでしたっけ。 

○安藤生活文化スポーツ部長  確か、そうです。 

○横山部会長  ですよね。外で使うと。工夫しているということですかね。 

 小野寺委員、何かご意見ございますか。 

○小野寺委員  質問ですけれども、こちら、独立採算制ですけど、利益の還元というの

は、基準を超えたらありでいいんですかね。 

○横山部会長  制度上、あるかということですね。 

○小野寺委員  そうです。 

○山﨑スポーツ振興課長  制度上あります。 

○小野寺委員  意見として、必須事業では、赤字がやむを得ないとしても、自主事業の

ほうで利益を出して、トータルで今年度は黒字でしたということですので、今後も更に一

層努力をされて、利益が還元できるくらいまで頑張っていただきたいなということです。 

○横山部会長  ちょっとごめんなさい。私も関連して質問なんですが、自主事業の収益
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減としては、教室と、貸出しと、飲食関係ということでよろしいんでしょうかね。 

○スポーツ振興課  そうです。 

○横山部会長  そこで補っているということですかね。 

 何か、指定管理者に対するご意見。 

○小野寺委員  特に。 

○横山部会長  よろしいですか。 

 内山委員、何か。 

○内山委員  この管理者も長年やられていて、いつもこのとおりかということで。大体

いつも、このアンケートを見ると、同じところに不満が載っていますけど、これはやむを

得ないものかなと思って。 

○横山部会長  料金は必ずしも指定管理者に。 

○内山委員  レストランも前に、いつもこの不満が出ますけど、あの形のレストランだ

とやむを得ないかなと思って。 

○横山部会長  特に、近隣に施設がないんですよね。コンビニエンスストアしかない。 

○内山委員  だから、これも、この不満はやむを得ないと思う。あとは、みんな満足さ

れている方、結構いらっしゃるから。 

○横山部会長  引き続き、このような形で管理していっていただきたいと、そういうこ

とでしょうかね。 

 私のほうから１点申し上げると、資料１０－４の１１ページ目でしょうかね。利用状況

の報告書というのがあって、個人使用がやっぱり人数が減っている、頭打ちなのかなとい

う気がしますので、更なる利用者増に向けてご尽力いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

 ほかによろしいでしょうか。 

（なし） 

○横山部会長  では、取りまとめをお願いします。 

 ただいま、委員の皆様からご意見をいただきましたが、市の評価の妥当性、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し

ましては、まず、市の評価の妥当性については妥当であると。 

 次に、施設管理運営のサービス水準向上等については、おおむね良好な施設運営が行わ

れていると考えられるが、収支は黒字を計上しているものの、教室の増加などにより、更

なる利用者増を図り、利益の還元を図られたい。利用者の個人利用の人数が減少傾向にあ

ることから、運営内容を工夫して、更なる利用者増に図られたいというようなことがござ

いました。 

 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  それでは、これらを踏まえ、千葉アイススケート場の指定管理者の行っ

た施設の管理に係る年度評価についての本部会としての意見のまとめをしていくというこ

とになりますが、詳細については、先ほどと同様、私と事務局にて調整をしていくという

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。 
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（異議なし） 

○横山部会長  ありがとうございました。 

 施設所管課におかれましては、委員の皆様から示された意見を、今後の施設の管理運営

に十分反映していただきたいと思います。 

 ここで１０分間の休憩といたしますが、休憩後に行う議題２の（３）につきましては、

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についてという議

決事項の、そこに定める非公開事項に該当することから非公開といたします。 

 傍聴人はいらっしゃいませんので、休憩後、このまま続行したいと思います。 

 それでは、２時４５分から再開したいと思います。お疲れさまでした。 

（休憩） 

○部会長  それでは、再開いたします。 

 それでは、議題２の「募集条件、審査基準等に関する事項について」、千葉市民ゴルフ

場について入らせていただきます。 

 まず、事務局より募集関係書類の概要及び募集条件等に関する事項に係る審議の流れに

ついて、ご説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  文化振興課でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、募集関係書類の概要についてからご説明させていただきます。 

 まず、公募の場合でございますが、募集関係書類としまして、主に「募集要項」、「管

理運営の基準」、「選定基準」がございます。これら各資料の概要について、これよりご

説明させていただきます。 

 始めに、「募集要項」について、ご説明させていただきます。 

 資料といたしましては、資料１１－１「千葉市民ゴルフ場指定管理者募集要項（案）」

となります。この要項は、施設の設置管理条例及び管理規則の規定を踏まえ、対象施設の

概要、業務の範囲、リスク分担、選定のスケジュールなど、募集の概要について示したも

のであり、指定管理者制度を所管しております業務改革推進課が、全庁的に標準的なひな

形として示しているものに、各施設の特性等をここは加味し、作成しております。 

 それでは、主な点についてかいつまんでご説明させていただきます。 

 資料の１１－１、２ページをご覧ください。 

 「１ 指定管理者募集の趣旨」でございますが、指定管理者制度導入の概要や理由等に

ついて記しております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 「３ 公募の概要」でございますが、こちらは、管理対象施設、指定期間、業務の内容、

選定の手順（スケジュール）について定めたものでございまして、ご覧のとおりでござい

ます。 

 続きまして、４ページをご覧願います。 

 「４ 管理対象施設の概要」でございます。こちらは、管理対象施設の設置目的や特徴

などについて記載しております。特に、施設の設置の目的、目指すべき方向性を示すビジ

ョンや施設の社会的使命や役割を示すミッション、また、指定管理者制度導入に関する市

の考え方として、制度導入による市の狙い（見込みの効果）、その狙い（効果）を達成す

るために、指定管理者に期待する役割は何か。併せて、施設の管理運営における成果指標
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及び数値目標を設定し、ここで明示しているところでございます。 

 次に、５ページの「５ 指定管理者が行う業務の範囲」でございます。 

 ここでは、指定管理者が行うべき必須業務及び行うことができる自主事業、また、再委

託について定めております。具体的な業務の詳細については、後ほどご説明いたします

「管理運営の基準」で示してございます。 

 次に、同じく５ページの「６ 市の施策等との関係」についてでございますが、公の施

設の管理者である指定管理者に求める公的責任として、市の施策等について市と同様に行

うべきことを記載しております。 

 また、今後、おおむね年に１回程度、市の施策等について指定管理者に対する説明会・

研修会を実施する予定としており、指定管理者は、これに出席するものであることを、こ

こに記載しております。 

 次に、６ページの「７ 指定管理者の公募手続」でございますが、指定管理予定候補者

の募集から指定までの具体的な手続を９ページにかけまして記載しております。 

 次に、９ページの「８ 応募に関する事項」では、選定結果を左右する重要事項である

応募資格及び失格事由、提出書類、留意事項などを１３ページまでにかけまして定めてお

ります。 

 続きまして、１４ページの９番「経理に関する事項」でございます。 

 指定管理者の収入と支出に関すること、指定管理料の支払いに関することのほか、利益

の還元（剰余金の取扱い）について記載しております。 

 利益の還元についてでございますが、指定管理者が管理業務や自主事業の実施により利

益を得た場合、その利益は、指定管理者の経営努力によるものである一方、公共財産であ

る公の施設の管理運営業務から生まれたものでもあると考えられることから、計画を大き

く超える利益があった場合には、その一部を市民に還元することも必要となるため、お願

いをしておるところでございます。 

 次に、１５ページの最下段をご覧ください。 

 「１０ 審査選定」でございます。ここでは、選定方法や審査基準の概要について記載

しており、審査基準の概要では、各審査項目及び小項目ごとの配点についても示すことと

しております。 

 なお、具体的な項目につきましては、次の１７ページに記載のとおりでございます。 

 次の１８ページをご覧ください。 

 こちらは、「１１ 関係法規」、「１２ 参考資料」、「１３ その他」でございます

が、これらに関しましては、説明を省略させていただきたいと存じます。 

 「募集要項」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、「管理運営の基準」についてご説明させていただきます。 

 資料１１－２をご覧願います。 

 こちらは、各施設の設置管理条例において定める管理の基準及び業務の範囲、すなわち、

指定管理者が行うべき業務の詳細について記載し、市が指定管理者に要求する指定管理業

務の水準を示すものでございます。 

 施設により内容は異なりますが、大まかに、対象施設の概要、指定管理者が行うべき業

務、自主事業を認める施設については、自主事業に関すること、その他、留意事項などを
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記載しております。 

 「管理運営の基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、「選定基準」でございます。 

 恐れ入ります。こちらは、資料１１－５をご覧願います。 

 こちらは、先ほどご覧いただきました「募集要項」に記載しております審査基準につい

て、より詳細に定めたものとなります。 

 具体的には、審査の具体的な流れ、審査の方法、審査項目、採点の基準と方法、各審査

項目の配点などを記載しております。 

 委員の皆様には、１０月に開催いたします部会において、こちらの「選定基準」に示し

ます採点基準を踏まえ、応募者から提出された提案書の内容について、点数をつけていた

だくこととなります。 

 次に、審査の流れについて簡単にご説明させていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ページにあります「（４）審査等の流れ」をご覧ください。 

 まず、上から三つ目の四角枠にございます形式的要件審査、こちらは、第一次審査でご

ざいますが、こちらは、提案書を含む応募者からの提出書類を同ページの下に記載されて

おります、「ア 応募資格」の各要件を満たしているか、また、次のページに記載されて

おります、「イ 失格事由」に該当するものでないか確認するものでございます。この審

査に通過した応募者が、第二次審査である提案内容審査に進むことができます。 

 この第二次審査では、提案書を含む提出書類の記述内容について、７ページ以降に記載

しております採点基準に基づき、委員の皆様に採点を行っていただきます。 

 なお、一部の評価を必要としない審査項目につきましては、事務局で機械的に採点した

上で委員の皆様に報告させていただきます。 

 こうして採点された点数は、審査項目ごとに平均点を出した後、合計して総得点を出し、

総得点が最も高い提案を最優秀提案として選定することになります。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 ３の「（１）審査の方法」についてご説明させていただきます。 

 まず、「ア 審査項目及び配点」をご覧ください。大きな項目５・６を除く各項目にお

きましては、原則として５点を配点しております。 

 一方、次の５ページ、「イ 審査項目の配点の考え方」に記載しております項目につき

ましては、市が期待する事項の必要性、重要性等を勘案して、例外的に配点を加点してい

るものもございます。 

 この項目の設定に関しましては、各施設の特性等により異なりますので、後ほど、施設

の所管課よりご説明させていただきます。 

 続きまして「ウ 各項目の審査・採点方法」についてでございます。こちらに記載され

ておりますとおり、委員の皆様には、一部の審査項目を除いて、原則５段階評価にて採点

を行っていただきます。 

 管理運営の基準等で設定した水準どおりの業務が行われることが見込まれる場合には、

「Ｃ」評価の配点に０．６を掛けた得点とし、さらに、市民サービスの向上または管理経

費の縮減に一定程度の効果が見込まれる場合には「Ｂ」評価の０．８を掛けた得点、大き
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な効果が見込まれる場合には「Ａ」評価として、１．０を掛けた得点をつけることとなり

ます。 

 逆に、管理運営の基準等で設定した水準に満たない業務が行われるおそれがあると判断

される場合には「Ｄ」評価の０．２を掛けた得点、明らかに満たない提案がなされている

場合には「Ｅ」評価となり、０点となります。 

 続きまして、同じページの後半、「（イ）上記原則によらない審査項目」についてをご

覧ください。 

 これらの項目につきましては、ただいまご説明した５段階評価によらない方法により採

点を行うこととなります。この場合の採点でございますが、先ほどご覧いただきました、

７ページ以降に記載されております採点基準のうち、網掛けをした項目として示してあり

ますので、ご確認いただければと思います。 

 「選定基準」につきましては、以上でございます。 

 続きまして、基本協定書、指定管理者指定申請書類についてでございます。 

 これまでご説明してまいりました資料のほかに、応募の際に使用する指定管理者指定申

請書類の様式について、また、「基本協定書」についてを添付してございます。 

 資料といたしましては「指定管理者指定申請書類」は資料の１１－３、「基本協定書」

が資料１１－４となっておりますので、ご確認いただければと存じます。 

 なお、基本協定書につきましては、指定管理者が行う施設の管理運営業務の詳細な事項

や管理運営に附随して定めておくべき事項などについて、市と指定管理者との間で締結す

るものでございます。 

 具体的な内容につきましては、指定管理者として決定した後の協議を踏まえ、作成され

ることとなります。 

 審議の流れについてでございますが、これから皆様方には、これら募集関係書類に関し

まして、修正すべき点などがないかについてご審議をいただきたいと存じます。 

 皆様からいただきましたご意見を反映したものを、次期指定管理者の公募に係る募集関

係書類として確定し、それをもって公募を開始する流れとなります。 

 なお、公募に当たりましては、先ほどご説明させていただきました資料のうち「募集要

項」、「管理運営の基準」、「指定管理者指定申請書類」、「基本協定書」を公表いたし

ます。 

 「選定基準」につきましては、選定前に公表することで適正な選定業務に支障を及ぼす

ことが懸念されますことから、選定が終了するまでは公表いたしません。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局からのご説明について、何か質問はございますでしょうか。 

 本件施設については、また改めてご説明いただけるということで、形式面のお話ですけ

れども。特によろしいですかね。 

（異議なし） 

○部会長  では、千葉市民ゴルフ場について、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  それでは、千葉市民ゴルフ場に係る募集関係書類についてご

説明いたします。各書類の概要については、既に冒頭でご説明させていただいており、時



 

 ―６６― 

間も限られておりますので、本施設の特性を踏まえ、次期指定管理者選定に当たり、特に

ご留意いただきたい部分についてのみ、ご説明をさせていただきます。 

 始めに、「募集要項」について説明いたします。 

 資料１１－１「募集要項（案）」の３ページをご覧ください。 

 「３ 公募の概要」についてですが「（２）指定期間」につきましては、平成３０年４

月１日から平成４０年３月３１日までとなっております。 

 「（４）選定の手順」ですが、ご覧のとおり予定しております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 「４ 管理対象施設の概要」において、設置目的、ビジョン、ミッションについて示し

ております。 

 まず、設置目的についてですが、千葉市民ゴルフ場設置管理条例では、設置目的をスポ

ーツの振興及び市民の健康増進を図るためとしております。 

 この設置目的を踏まえ、千葉市民ゴルフ場の目的・目指すべき方向性を示したビジョン

は、市内立地のパブリックゴルフ場として、ゴルフを楽しむことを身近なものとするとと

もに、これまでゴルフに親しむ機会のなかった人々にも、ゴルフを始めるきっかけを提供

することで、生涯にわたる、豊かで健康的なスポーツライフの実現に寄与することと設定

しております。 

 また、このビジョンを実現するためのミッションとしては、誰もが気軽に利用し、ゴル

フを楽しむことができるように、利用者視点のサービスを追求し、快適なスポーツレクリ

エーションの場を提供するとともに、これまでゴルフに親しむ機会のなかった人々が、ゴ

ルフに興味を持つことができるような魅力的な事業を展開すること、と設定しております。 

 次に「（３）指定管理者制度導入に関する市の考え」についてですが、ここでは、本施

設の管理運営において、市が設定する成果指標、数値目標を示しております。 

 成果目標としては、「①施設利用者数」、「②普及啓発に関する教室またはイベント

数」、「③コンペ・競技会の開催数」と設定しております。 

 続いて、数値目標としましては、施設利用者数が年間３万２,２００人以上、普及啓発

に関する教室またはイベント数が、年間３教室、またはイベント以上、コンペ・競技会の

開催数が年間１５種類以上と設定しております。 

 ５ページに示しております「５ 指定管理者が行う業務の範囲」以降、１３ページまで

は省略とさせていただきます。 

 続きまして、１４ページをご覧ください。 

 「９ 経理に関する事項」について示しております。本施設は、独立採算制のため、指

定管理委託料はございません。 

 １５ページをご覧ください。 

 「１０ 審査選定」について示しております。 

 「（１）選定方法」については、ご覧のとおりとなっております。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。 

 「（２）審査基準」を表のとおり示しております。指定の基準・審査項目及び配点につ

きましては、ほとんどすべての項目について、指定管理者制度を統括する情報経営部業務

改革推進課が策定した、指定管理者制度事務処理マニュアルに記載の独立採算制の施設に
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おける審査基準のひな形のとおりとしております。 

 １点のみ、配点の変更がございますので、説明いたします。 

 変更内容としましては、表中の「５ 効率的な管理運営ができるものであること」にお

いて、「（１）収入支出見積りの妥当性」の配点を５点加点し、１０点としております。

加点の理由としましては、施設の管理運営を適切に行っていくに当たり、妥当な見積りに

基づく収支計画が重要であると考えるためです。 

 「募集要項」につきましては、以上でございます。 

 次に、「管理運営の基準」についてご説明いたします。 

 資料１１－２「千葉市民ゴルフ場指定管理者管理運営の基準（案）」をご覧ください。 

 「管理運営の基準」につきましても、次期指定管理者選定に当たり、本施設の特性を踏

まえ、特にご留意いただきたい部分についてのみ、ご説明させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。 

 「第２ 施設の概要等」についてですが、３ページから５ページにかけて、施設の概要

及び対象施設について示しております。 

 続きまして、６ページをご覧ください。 

 「第３ 指定管理者が行うべき業務」についてですが「２ 施設運営業務」の「（２）

使用時間及び休場日」において、規則等に基づく本施設の使用時間及び休場日などについ

て示しております。 

 ７ページをご覧ください。 

 「（３）利用料金制度」において、利用料金の設定、減免、徴収・管理について示して

おります。 

 また、７ページから８ページにかけて、ゴルフ場独自の項目として、ゴルフ場利用税の

特別徴収義務者としての役割と、現在も参画しております、緑化協力金事業について、指

定管理者がその趣旨を理解し、引き続き参画する必要があることを示しております。 

 ８ページをご覧ください。 

 「（４）施設の利用受付」ですが、８ページから９ページにかけて、予約申込受付方法

や、現在の指定管理者が導入している自動精算機の導入に関することについて示しており

ます。 

 次に、１２ページをご覧ください。 

 「（１０）緊急時対応」ですが、１２ページから１３ページにかけて、災害時や急病・

事故発生時の対応に加え、ＡＥＤの設置及び保守管理、運用について示しております。 

 １３ページをご覧ください。 

 「（１１）利用者の安全対策」において、ゴルフ場に特有な打球事故対策及び落雷事故

対策などについて示しております。 

 次に「３ 施設維持管理業務」についてご説明いたします。 

 １６ページをご覧ください。 

 「（５）ゴルフコース維持管理業務」において、ゴルフコースの維持管理業務の基準及

び維持管理業務の実施に当たって遵守すべき法令等について示しております。 

 続いて「（６）備品・什器・リース物件等調達・設置及び維持管理業務」ですが、１６

ページから１９ページにかけて、備品・什器・リース物件等調達・設置及び維持管理業務
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における基準の留意点、次期指定管理者が、原則として調達・設置すべきもののリストを

示しております。 

 ２１ページをご覧ください。 

 「（１２）修繕」において、修繕費用の市と指定管理者の分担に関することや、小規模

修繕業者登録制度の活用について示しております。 

 続いて「（１３）下田最終処分場関連」ですが、２１ページから２２ページにかけて本

施設が、下田最終処分場の跡地を利活用している施設であることから、必要となる処分場

維持管理業務への協力や、関連設備の維持管理業務について示しております。 

 ２２ページをご覧ください。 

 「（１４）特別高圧架空線関連」について、本施設の事業用地に東京電力の特別高圧架

空線及びその支持鉄塔が存在していることから必要となる維持管理業務や東京電力との協

力・連携及び遵守事項について示しております。 

 ２３ページをご覧ください。 

 「（１５）倒木被害への対応」において、事業用地内で生じる危険性がある倒木被害に

おいて、指定管理者が行うべき対策について示しております。 

 次に「４ 経営管理業務」についてご説明いたします。 

 「（１）指定期間前準備業務」において、本施設の指定管理者として指定された指定管

理者が、指定期間前に実施すべき業務について示しております。 

 続いて「（２）経理に関する事項」ですが、２３ページから２４ページにおいて、独立

採算制により行う本施設の経理に関する基本事項や参考資料として、現指定管理者の直近

３年間の経費に関する実績を示しております。 

 続いて、２６ページをご覧ください。 

 「（１２）指定期間終了前の引き継ぎ」についてですが、２６ページから２７ページに

かけて指定期間終了に際しての、次期指定管理者への引継業務について示しております。 

 ２７ページをご覧ください。 

 「（１４）その他特記事項」についてですが、２７ページから２８ページにかけて、市

の施策のうち、現在も本施設が参画している、市内大学・短大新入生無料開放事業及びふ

れあいパスポート事業について、当該事業の内容を示すとともに指定管理者がその趣旨を

理解し、引き続き参画する必要があることを示しております。 

 ２８ページをご覧ください。 

 次に「第４ 自主事業」についてご説明いたします。 

 こちらでは、指定管理者が自主事業として実施することができる事項として、施設の興

行の企画・誘致業務、物販・レンタル事業に関すること、及び、地域の活性化及び連携事

業として指定管理者に求められる役割、特に下田ふれあい交流館との連携事業について示

しております。 

 「管理運営の基準」につきましては以上でございます。 

 続いて、資料１１－３「千葉市民ゴルフ場指定管理者指定申請書類（案）」及び資料１

１－４「千葉市民ゴルフ場の管理に関する基本協定書（案）」ですが、お時間が限られて

いるため、説明は省略させていただきます。 

 次に、資料１１－５をご覧ください。 
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 「千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者選定基準（案）」についてご説明いたします。 

 この「選定基準」における「１ 審査方式」、「２ 形式的要件審査」、「３ 提案内

容審査」につきましては、ほとんどすべての内容について、指定管理者制度を統括する情

報経営部業務改革推進課が作成した指定管理者制度事務処理マニュアルにおける、指定管

理予定候補者選定基準の独立採算制の施設におけるひな形に沿ったものとしております。 

 ここでは、内容の変更を行った２か所についてのみ説明をさせていただきます。 

 ４ページをご覧ください。「３ 提案内容の審査」、「（１）審査の方法」における、

「ア 審査項目及び配点」について、ひな形から配点を変化した箇所が１点のみございま

すが、変更内容については、「千葉市民ゴルフ場募集要項（案）」の説明において既に説

明済みですので、省略させていただきます。 

 ７ページをご覧ください。「（２）採点基準」の「２ 施設の管理を安定して行う能力

を有すること」における「（１）同種の施設の管理実績」についてですが、ここでは、ゴ

ルフ場の通算管理実績に基づき、０点から５点の点数をつけるように設定をいたしました。 

 千葉市民ゴルフ場に係る募集関係書類に関する説明は、以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいま、所管課から説明をいただきましたが、募集条件や審査基準等に関して、ご質

問も含めて何か意見はございますでしょうか。 

○委員  ちょっと私のほうから１点、確認します。質問ですけれども、資料１１－１の

４ページです。数値目標で利用者数なのですけれども、３万２，２００人以上ということ

を設定しています。 

 ごめんなさい、ちょっと私、失念しちゃったのですけど、昨年度以前の実績をちょっと

教えていただきたいのですね。 

 お願いします。 

○スポーツ振興課  利用者数が３万６７２人。 

○委員  ３万６７２人ですか。それに多少上乗せして３万２，２００人という数値を設

定したという、そういう理解でよろしいでしょうか。努力してちょうだいということです

ね、プラスアルファで。 

○内山スポーツ振興課長補佐  数値については、平成２９年度利用者見込みが３万１，

２８７人になっておりますので、それに基づいています。 

○委員  多少上増しをしたいということですね。 

○内山スポーツ振興課長補佐  はい。 

○委員  わかりました。 

 あともう１点、すみません。資料１１－５の５ページ目。審査項目の配点の考え方で、

修正されている「収入・支出見積りの妥当性」ということなんですけれども。ちょっとこ

れを改めてご説明いただきたいのですけれども、見積りが妥当であるということが、この

評価の対象になっているわけで、必ずしも、皆さんとして金額が低ければいいというわけ

ではないという、そういう理解でよろしいのですかね。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。妥当性という理解でよろしいかと思います。 

○委員  その妥当かどうかという判断材料って、なかなかないですよね。それはどうや

って考えればいいのでしょうかね。 
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 お願いします。 

○安藤生活文化スポーツ部長  やはり、今まで、運営してきた実績がございますし、こ

れが本年度の実績として、大体利用者が３万１千人ぐらいだろうというものにしっかり基

づいて計算がされているかというところが、まず、大事なところで、いきなり５万人だと

か、あり得ないような、今の現状からすると乖離しているようなものを示して、それを見

積りとして出すようなことですと、大分、評価は下がってくる。 

 目標とするのはよろしいですけれども、それが、必ずしも実現できるのか。それの実現

の可能性というものをご判断いただきたいということでございます。 

○委員  実績を踏まえて、合理的に考えるということでしょうかね。 

○安藤生活文化スポーツ部長  はい。 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

○部会長  委員。 

○委員  今、実績というのは、もしかしたら実績がない人が、採用された場合は。 

○部会長  現管理者の実績という意味ですよね。 

○安藤生活文化スポーツ部長  現管理者がやっている実績がございますので。それがい

いのか、悪いのかというのはありますが、余りにもこれを大幅に、３倍、４倍と、こうい

うわけにはなかなかいかないものですから、現行を踏まえて、どの程度までご提案がある

のか。その辺の実現の可能性というところを含めて、収支の妥当性といいますか、それを

ご判断いただきたいということでございます。 

○部会長  ですから、現管理者のそういう財政というか、この実績については、当然、

応募の際に開示されるということですよね、新しく手を挙げる人に対しても。ある程度、

参考資料としては示すという。 

○安藤生活文化スポーツ部長  今の事業者のものをそのまま出しているという、公開し

ているということはないのですが、開示の請求等ございますので、その際には努めてお示

ししております。 

○部会長  情報公開請求。ということで、新規に手を挙げる方に対しても、実績はわか

るという。現施設の実績ということで、管理者が替わったとしても。今までの実績を踏ま

えてということでございます。 

○委員  わかりました。 

○部会長  ほかにご質問、ございますでしょうか。 

 委員。 

○委員  同じ、資料１１－１の４ページの、数値目標のところですが、数値目標①が３

万２，２００人、②が３教室またはイベント、③が１５種類以上と。これはそれぞれ、そ

の単年度ごとなんでしょうか。あるいは最終年の結果、あるいは平均なのか、ちょっとそ

の辺、もう一回教えていただけますでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  これは、単年度ごとの目標です。 

○委員  ということは、これ、②と③はよしとして、①はじゃあ、常に毎年３万２，２

００人以上来たかどうかという、そういう評価ということですか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい。 

○委員  ちょっと意見を、皆さんにお伺いしたいのですけど。３万２，２００人、先ほ
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ど前年の実績が３万１，２００人幾らとおっしゃっていましたけど、それよりもちょっと

頑張ってもらうということです。 

 確か前回の部会のときに、ゴルフ場のキャパとして何組ぐらい回れるのかなというのか

ら、理論上の最大値に対して、この実績は、まあまあ頑張っているんじゃないかなという

印象を受けたのですね。 

 今回のこの募集の要項ですと、１０年間これからお願いするわけで、今から１０年、ゴ

ルフ、最近スター選手が余り出てこなくて、今この瞬間は、そんなに一番人気が高かった

ときよりはないと思うのですね。 

 かつ、今ゴルフをやっている人たち、このゴルフ場に来ている人たちも、割とシルバー

な感じの人たちだと思うのですね。 

 じゃあ１０年後、シルバーの人たち、ちょっと減っていく、あるいは元気がなくなって

いく、そういった中で、今後１０年間、この数値というのを維持してくださいというのも、

ちょっと酷なような気がするのですけどね。 

 ただ、現時点において、今回、募集においては、そんな消極的になることはないとは思

うのですけど、仮にこれで、毎年この３万２，２００人をじゃあ、数値目標としますと。

１０年間この指定管理者を評価していくに当たって、やっぱりちょっとこの目標は高過ぎ

たねみたいな、そんな議論になる恐れはないのかな。 

 その辺で何か事前に考慮してあげるような余地はないのかなというのは、ちょっとほか

の委員の皆さん、いかがでしょうかと。 

○部会長  そういうご意見が、ご提案ということですけれども。 

 あれですか。何か数値目標として、これぐらいが適正というご意見はありますか。 

○委員  ありません。わからないけど、例えばそうですね、１０年後の目標がこれだっ

たら、全くナンセンスだなと思ったのですけど、毎年だったら、まだいいのかな。あるい

は、１０年のアベレージなのかななんて思いましたけど。そもそもこの３万２，２００人

をどういうふうにしたのかというのは、前年よりちょっと頑張ってねというような程度な

のだったら、ちょっと根拠としても。根拠なくはないですけど、必ずしもそれが１００％

だとも言いがたいのではないかと。 

○委員  ごめんなさい。まず、市のほうに、この３万２，２００人という数字にした何

か理由がほかにあれば、教えていただきたいのですけれども。 

 お願いします。 

○スポーツ振興課  一応、単年度の目標ということでお話ししたのですけれども、この

算出根拠としましては、平成２８年度まで結果が出ている実績がありまして、そこから平

成３０年度以降の利用者の見込みについては、毎年度、１％の増加率というのを見込んだ

上で、最終年度までの設定をしています。 

 ですので、これを見た提案者の方が、ここを最終ゴールとして目標に定めていただくこ

とになると思うんですけども、当然、爆発的な何か企画があって、１年で達成することも

あるでしょうし、長期的スパンで少しずつ増えていくという考え方もあります。 

 こちら、主としましては、あくまで努力目標ということで、まず数字を定めたというこ

とが１点と、それから、あくまで稼働率を見たときに、平成２８年度の稼働率が６５％で

したので、数値上の伸びしろがあるという判断をしておりますので。そういった意味で、



 

 ―７２― 

これは単年度の目標でもありつつ、長期的、１０年後のゴール、目標でもあるというよう

な捉え方、両面で捉えるような形での想定というふうに一応考えております。 

○委員  ちょっと質問ですけど、この目標というのは、次年度以降は変更する可能性は

ある。変更することはできるのですかね、制度上は。余りにも、ですから、実績と乖離し

ちゃったときに、ちょっとハードルを下げてあげるというか、基準を下げてあげることに

よって。 

○スポーツ振興課  恐らく、それをするとするのは、５年とか、３年のスパンで、余り

にもその年度評価、こういった場を設けると思いますので、そのときに、ある程度、上昇

率を見たときに、やっぱりこれはちょっと下方修正をしたほうがいいんじゃないかという

ような意見をいただいた場合、市のほうも推移を見守った結果、修正という答えは、なき

にしもあらずというふうには思います。 

○委員  制度上できるということですね。 

○スポーツ振興課  制度上は。 

○委員  絶対もう、不変のものとして扱うわけではないわけですよね。 

○スポーツ振興課  努力目標ということでやっておりますので。 

○委員  変更の可能性もあるという。 

○委員  であればいいと思います。通常、民間でしたら、新たにビジネスを始めるとき

に、やはり市場調査というのをちゃんとやると思うのですね。こういったものだったら、

じゃあ、ゴルフ人口は、この先１０年どうなるのかみたいな、シンクタンクから資料を取

り寄せて、それを基に判断すると思うのですね。 

 それで、今回は、この場ではそこまで綿密な調査はされていないようですので、柔軟に

対応できる余地があるのであれば、現時点ではこれでいいかと思います。 

○部会長  ほかにご意見はありますか。今のご提案に関して。 

○委員  この人数、あくまでも目標かなと思っているんですよ。それに向かっていって

いただければ。今、委員が言われたように、ゴルフ人口は完全に下がってきますから。だ

から、これは難しいと思います。 

○委員  評価の段階で、その「Ｃ」評価というのは、８５％以上１０５％未満だけど、

ある程度幅がある。だから、３万２，２００人に８５％掛けると幾らぐらいになるんです

かね。２万８千人ぐらいまで割り込んでるのかなと。 

○委員  ２万８千人ぐらい。 

○委員  まあ及第点という。もともとそういう幅があるものだということでしょうかね。 

○部会長  委員、いかがですか。 

○委員  ただ、数値は出さないわけにはいかないでしょうから。ただ、絶対的にその後

も縛られないということであれば、現状から言ったら、わざわざ低くすることはないかな

と思うんで、妥当な線だろうと思います。 

○部会長  期待も含めてということなのでしょうかね。 

○委員  はい。 

○部会長  わかりました。 

 各委員からそのようなご意見が出ましたけれども、特に変更すべきだというご意見まで

にはない。 
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○委員  はい。 

○部会長  わかりました。 

 ほかに、委員、何かご意見ございますでしょうか。 

○委員  いえ、特にないです。 

○部会長  委員、何か。 

○委員  ありません。 

○委員  私、意見なのですけれども。資料１１－１ぐらいかな、１７ページ、実際、今

後、私どもがこれに基づいて採点をするという審査基準についてなのですけれども。これ

は従前から申し上げておることなんですが、この評価項目によっては、余り差異の出ない

ようなものなんかがあると思うのですね。逆に、もうちょっと差をつけてもいいんじゃな

いかというものもありまして。 

 具体的に言えば、例えば、さっきもどなたかが申し上げましたけど、１７ページの３番

目の関係法令との遵守ということについて、これ多分、管理者によって、候補者によって

差がつくような項目ではないと思うんですね。 

 ただ、ここを削除すべきだとまでは言いませんけれども、むしろ例えば、「４（７）自

主事業の効果的な実施」というのは、まさに、こういうところで、この管理者、候補者の

個性があらわれるし、逆に、今後、指定管理の実施に当たって、一番期待するところは、

多分４（７）の部分だと思うんですね。 

 ですので、例えば、ここの４（７）のところを１０点に加点するとか、そういう修正を

加えたほうが、よりこの審査、評価において差が出るのではないかなということです。 

 ですから、私、個人的には、今申し上げたように、４（７）、１０点に加点してほしい

という要望です。 

○部会長  この点いかがでしょう、ほかの委員の方々は。 

 委員、いろいろ評価もされていると思いますけれども。評価じゃない、選定です。選定

の段階で、選定作業にかかわっていらっしゃると思いますが。 

○委員  私たちの意見が反映されるのは、この全体的にその４番とかだと思うのですけ

ど、結果的に２番のところも差が出ないので、４番の振り幅が云々でも、結局、順番とし

ては、点数の幅が大きくなるかだけで、同じかなというふうには思います。 

○部会長  変わらずということですか。 

○委員  はい。 

○部会長  わかりました。 

 委員、いかがですか。 

○委員  私はこのままでいいかと。 

○部会長  わかりました。 

 委員、いかがですか。 

○委員  委員がおっしゃるのも、もっともだと思うんですけど、にわかにそう言われて

も、具体的に、ここをこうしたらいいというところまではいかないですよね。 

 ただ、おっしゃるように、差がつかないところが多くて、法令遵守は、これは当たり前

であって、これが２とか、１とかつくことは、そもそもあり得ないと思うんで。これに対

して５点満点なのと、自主事業に対して５点しかないのは、これは、私もごもっともだと
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思います。 

 ですけど、そういうことを言うと、全体として何かもうちょっと見直したくなってしま

うかもしれないので、ちょっと現時点では、このままでいいのかなと。 

○委員  わかりました。委員会の委員の中でも少数意見ということで。一応、一意見と

いうことだけで申し上げておきますけれども。 

○部会長  ほかに、ご意見等ございますでしょうか。ご質問も含めて何かありましたら。

よろしいですか。 

（なし） 

○部会長  次回はですから、今度は審査に入ると思いますけれども、実施要領等を踏ま

えてやっていくことになります。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、千葉市民ゴルフ場の募集条件審査基準等に関して、委員の皆様か

らいただいた意見につきましては、十分反映させていただきたいと思います。 

 なお、修正がありましたら、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。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  以上で、議題２は終了いたします。 

 次に議題３「今後の予定について」事務局よりご説明をお願いします。 

○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申し上げます。 

 資料１２「次期指定管理者候補者選定の流れ」をご覧ください。 

 本日ご審議いただきました、募集条件、審査基準等につきましては、７月３１日月曜日

より公表いたしまして、指定管理予定候補者の募集を開始いたします。その応募者につい

て、１０月１３日金曜日に予定しております、第３回スポーツ部会にて、委員の皆様に審

査、選定していただきます。選定していただいた結果につきましては、横山部会長より選

定評価委員会の小野寺会長へご報告をいただき、その後、小野寺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。 

 その答申をもとに指定管理予定候補者を決定し、仮協定を締結した後、１２月に開催予

定の平成２９年第４回千葉市議会定例会に指定管理者の指定に係る議案を提出いたします。 

 議決後、基本協定を締結し、平成３０年４月から管理を開始することとなります。 

 私からは以上となります。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、何か質問等ございますでしょうか。 

 すみません、１０月１３日の具体的な日程は、まだこれからということですよね。この

応募の状況によって。 

○文化振興課  一応、一日かかる予定で考えておりますので、一日確保していただけれ

ばと思います。 

○部会長  １０月１３日金曜日、午前・午後を確保しておくようにということですね。

わかりました。 

 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。 
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（なし） 

○部会長  では、最後の議題４「その他」についてですけれども、事務局から何かござ

いますでしょうか。お願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、会議録の公開についてご説明いたします。 

 部会の会議録及び委員会会長からの答申につきましては、市ホームページにて公表する

こととなります。 

 また、年度評価についての指定管理者評価シートにつきましても、各施設所管課が委員

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、公表するととも

に、指定管理者へ通知をいたします。 

 なお、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いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 改めて恐縮でございますが、次回１０月１３日金曜日に行います第３回スポーツ部会に

関しましては、本日同様一日ということでございますので、皆様方にはご多用のところ誠

に申しわけありませんが、ご協力方よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、何か質問等ございますでしょうか。よろしいですかね。 

（なし） 

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

ありがとうございました。 

 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２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、どうもありがとうございました。 


