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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３回スポーツ部会議事録 

 

１ 日時：平成２９年１０月１３日（金） １３：３０～１６：２０ 

 

２ 場所：千葉市議会棟 ３階 第３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、白田主事 

 

４ 議題： 

（１）千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者の選定について 

（２）今後の予定について 

（３）その他 

 

５ 議事概要： 

（１）千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者の選定について 

まず、応募があった３団体について、事務局において第１次審査における審査項目

を審査した結果、「内山緑地建設株式会社 関東支店」、「スポーツクラブＮＡＳ株

式会社」の２社について、応募資格の各要件を満たしていること、失格事由に該当し

ていないことから、第１次審査を通過したことを報告した。また、「瑞穂サービス株

式会社」について、応募資格の各要件は満たしているものの、失格事由に該当したこ

とから失格としたことを報告した。 

次に、第１次審査を通過した各応募者へのヒアリングを実施し、採点、意見交換を

経て、指定管理予定候補者とすべき者を「内山緑地建設株式会社 関東支店」、第２

順位を「スポーツクラブＮＡＳ株式会社」として選定することを決定した。 

（２）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。 

（３）その他 

委員からの質問等を受け付けた。 

 

６ 会議経過： 

○渡邊文化振興課長補佐  委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただき

まして、ありがとうございます。 
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定刻となりましたので、ただいまより、平成２９年度千葉市市民局指定管理者選定評

価委員会第３回スポーツ部会を開会いたします。 

 私は本日の司会を務めさせていただきます、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、参考資料３としてお配りしてあります、「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」に定めております、

非公開事項に該当することから、すべて非公開といたします。 

続きまして、委員の方のご紹介ですが、前回の部会から変更がございませんので、お

手元のファイルの資料２「千葉市市民局指定管理者選定評価委員会スポーツ部会委員名

簿」をもちまして、ご紹介にかえさせていただきます。 

 次に、事務局職員につきましてご紹介いたします。 

 生活文化スポーツ部長の安藤でございます。 

千葉市民ゴルフ場を所管します、スポーツ振興課長の山﨑でございます。 

 文化振興課長の小名木でございます。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、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  皆さん、こんにちは。生活文化スポーツ部長の安藤でご

ざいます。 

 本日は大変お忙しい中、また、雨の中を部会長を始め、委員の皆様にはご出席をいただ

きまして誠にありがとうございます。また、日頃から、千葉市の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、ご協力をいただいておりますことを厚く御礼

を申し上げる次第でございます。 

 さて、本日の部会でございますが、公募いたしました千葉市民ゴルフ場の選定となりま

す。７月１８日に開催した第２回スポーツ部会の後、７月３１日から９月８日までの期間

におきまして募集をしたところ、３団体から応募があったところでございます。これに伴

いまして、応募者から提出されました指定管理者の指定関係書類等を審査し、現在、形式

的要件審査となります、第１次審査を終えたところでございます。 

 したがいまして、本日は、第２次審査ということで、最終選考ということでございます

ので、どうか委員の皆様には、これまでの豊富なご経験と、そして高いご見識から、より

よい会社を選んでいただくようお願いをいたしまして、挨拶にかえさせていただきます。 

 本日はよろしくお願いします。 

○渡邊文化振興課長補佐  それでは、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただ

きます。 

 まず、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」でござい

ます。 

 続きまして、「会議資料一覧」がございますが、こちらに記載の資料番号に伴いまして

後ろにインデックスをはってございますので、それを基にご確認いただければと思います。 

 なお、資料３－４につきましては「採点表」でございますが、こちらにつきましてはフ

ァイルに綴らず、お手元に別途Ａ３の用紙にて机上にご用意してございますので、ご確認
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ください。また「提案書」につきましては、それぞれファイルではなく別の綴りで、こち

ら別冊で用意してございますので、２冊あるかと思いますのでご確認お願いいたします。 

 以上お配りしております。不足等ございましたら、事務局のほうにお声掛けいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、会議の成立についてご報告いたします。 

 本日は全委員ご出席となっておりますので、千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等

に関する条例第１１条第７項において準用する第１０条第２項により、会議は成立してお

ります。 

 それではこれより、議事に入らせていただきます。 

 これからの議事につきましては、進行を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。 

○部会長  よろしくお願いします。 

 それでは、次第に従いまして議事を進行してまいります。ご協力の程、よろしくお願い

します。 

 ちょっと１点確認ですけれども、事前質問の回答というのは、特にないということで、

よろしいですか。 

○文化振興課  はい。 

○部会長  机上配付なしということで。わかりました。 

 議題１の「千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者の選定について」に入りたいと思いま

す。 

 それでは、事務局より選定の流れ及び審議方法についてご説明をお願いします。 

○小名木文化振興課長  文化振興課の小名木でございます。よろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。 

 では、選定の流れ、審議方法についてご説明させていただきます。 

 まず始めに、形式的要件審査（第１次審査）の概要についてご説明させていただきます。 

 形式的要件審査とは「募集要項」にて定めております、応募資格の各要件を満たしてい

るかどうか、また、失格事由に該当するものかどうかについて、応募者から提出された書

類により審査するものでございます。 

 恐れ入りますが、お手元の資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」、こ

ちらをご覧いただきたいと存じます。 

 始めに、応募資格の各要件及び失格事由の具体的な内容についてご説明をさせていただ

きます。 

 表の左側が審査項目になっておりまして、まず、申請資格の項目でございますが、応募

資格としましては、「ア 法人その他の団体であること」から、コまでの以上１０項目が

応募資格要件となります。 

 次に、失格事由といたしましては、「ア 募集要項に定めた応募資格の各要件が備わっ

ていないこと」、そちらの部分から、キまでの以上７項目が失格となる事由でございます。 

 これらの応募資格及び失格事由について、応募者ごとに審査した結果を表の右側に記載

してございます。応募資格を満たしていれば「○」、また、失格事由については該当がな

ければ「○」の記載をしてございます。 
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 一方、これらの資格又は事由に一つでも「×」がついた場合は、失格となりまして形式

的要件審査（第１次審査）を通過した者のみが、次にご説明させていただきます提案内容

審査（第２次審査）へ進むことができることとなっております。 

 続きまして、提案内容審査（第２次審査）の審議方法及び具体的な審議の流れについて

ご説明をさせていただきます。 

 まず、審議方法でございますが、応募者から提出されました「提案書」の記述内容につ

いて、委員の皆様に「選定基準」に示す採点基準に従って、各審査項目を評価及び採点を

していただきます。そして、全委員の審査項目ごとに算出した得点の平均点の総合計をも

ちまして、各応募者の総得点とし応募者の順位を決定してまいります。 

 次に、審議の流れについてでございますが、資料１「第３回スポーツ部会進行表」をご

覧いただきたいと存じます。 

 進行表の「（１）千葉市民ゴルフ場指定管理予定候補者の選定について」にございます

とおり、この後、施設所管課より形式的要件審査（第１次審査）結果についてをご報告さ

せていただきます。 

 続いて、応募者ごとにヒアリングを行っていきますが、ヒアリングの前に、資料３－４

「採点表」のうち、施設所管課であらかじめ採点しました項目についてご報告をさせてい

ただきます。 

 その次に、団体の経営及び財務状況について、公認会計士である小野寺委員より計算書

類等に基づき、ご説明をお願いいたしたく存じます。 

 小野寺委員より財務状況等をご説明いただいた後、応募者が入室しまして応募者へのヒ

アリングを行っていただきます。 

 その際、最初に応募者より出席者の紹介を含め、提出いただきました「提案書」につい

て、１０分以内での説明を聞いていただいた後、その後２０分間の質疑応答を行っていた

だきますので、応募者へのご質問がある場合は、この時間内にご発言をお願いいたします。 

 なお、２０分が経過いたしましたら、応募者は退室となります。また、応募者間の公平

性の観点から、ヒアリング時間は１者につき３０分を越えないことといたします。そのた

め、２０分間の質疑応答の際、終了３分前と１分前に事務局のほうでお声掛けをさせてい

ただきますので、合図がありましたら質問等については簡潔にしていただくなどのご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 応募者の退室後、約１０分程度でございますが、お時間をとらせていただきますので、

委員の皆様には意見交換及び資料３－３「選定基準」に基づきまして、採点をしていただ

きたいと存じます。 

 その後、次の応募者が入室し、ヒアリングの採点を行っていただきまして、すべての応

募者のヒアリングが終了いたしましたら、１５分程度お時間をとらせていただきますので、

最後の応募者の採点をしていただくのと併せまして、すべての応募者の採点も再度ご確認

いただき、資料３－４の「採点表」を確定させていただきたいと存じます。 

 記入が終わりましたら、一度事務局にて採点表を回収させていただきまして、集計した

後、集計表をお配りし結果を発表させていただきます。その集計結果を基に、皆様方の話

合いにより最優秀提案、第２順位の提案を選定していただきます。 

 なお、総得点に疑問がある場合は、話合いにより採点の修正等を行うことができます。
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ただし、総得点の合計が最も高い提案であっても、網掛け以外の審査項目について、過半

数の委員さんが「Ｄ」の評価、又は１人以上の委員さんが「Ｅ」の評価をされた場合、応

募者を失格とするか否かについてご協議し、ご判断していただくこととなります。なお、

全委員さんが「Ｅ」の評価をされた場合は、直ちに当該応募者は失格となりますので、ご

承知おき願います。 

 また、総得点の差が満点の１％以内であるときにつきましても、総得点の高低から順位

は決定せず、皆様で話合いをしていただき、総合的に評価していただいた上で最終的な順

位を決定していただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

 すべての審査が終了いたしましたら、「採点表」及び「集計表」につきましては、回収

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 全体の流れ、審議方法についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○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、委員の皆様から何かご質問等はございますで

しょうか。中身については、また改めて。 

 よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは次に、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  スポーツ振興課の山﨑でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。座って説明をさせていただきます。 

 公募開始から第１次審査までの経過及び応募状況についてご説明いたします。 

 最初に、前回の部会後から本日までの公募等の経過についてご説明いたします。 

 参考資料１－１「募集要項」の３ページをお願いします。「３ 公募の概要」のうち、

「（４）選定の手順」の表をご覧ください。 

 まず、「１ 募集要項等の公表・配布」でございますが、７月３１日、市のホームペー

ジに、募集要項等を掲載して募集を開始いたしました。 

「２ 募集要項等に関する説明会」でございますが、８月４日に千葉市民ゴルフ場に

おいて開催いたしました。説明会終了後には、施設見学会を実施いたしました。 

「３ 募集要項等に関する質問の受付」でございますが、８月４日から１０日まで受

け付け、質問はございませんでした。 

「５ 指定申請書の提出期間」でございますが、９月４日から９月８日の間に指定申

請書等を受付、３団体から応募がございました。 

その後、事務局で、資格要件及び失格事由等の審査を行い、「６ 形式的要件審査の

結果通知」を９月１５日に行いました。 

 次に、今回、応募のあった３団体についてご説明いたします。 

資料３－１「千葉市民ゴルフ場指定管理者応募者一覧」をご覧ください。 

 応募者は、内山緑地建設株式会社関東支店、スポーツクラブＮＡＳ株式会社、瑞穂サー

ビス株式会社です。 

続いて、事務局で行いました資格要件及び失格事由等の第１次審査であります。形式

的要件審査について、ご報告させていただきます。 

資料３－２「形式的要件審査（第１次審査）結果一覧」をお願いいたします。 
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事務局において審査した結果、内山緑地建設株式会社関東支店、スポーツクラブＮＡ

Ｓ株式会社の２団体については、応募資格の各要件を満たしており、かつ、失格事由に該

当しないことを確認いたしました。 

瑞穂サービス株式会社については、応募資格を満たしているものの、提出期限までに

所定の書類を提出しなかったため、失格事由に該当し、形式的要件審査の結果を不合格と

いたしました。 

 公募の開始から第１次審査までの経過については以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ただいまのご説明について、何かご質問ございますでしょうか。 

○委員  １点、所定の書類というのは何がありますか。 

○山﨑スポーツ振興課長  直近の３事業年度分の計算書類の提出が義務づけられており

ましたけれども、その書類が提出されなかったということでございます。 

○委員  わかりました。 

○委員  ちなみに、この失格になった、瑞穂サービス株式会社というのは、どういう会

社なのですか。 

○スポーツ振興課  本社は島根県のほうにある会社でして、ゴルフ用品等の販売などを

行っている会社です。 

○部会長  よろしいですか。 

○委員  はい。 

○部会長  ほかにご質問、よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、審査に入りたいと思います。 

 まず、内山緑地建設株式会社関東支店について審査いたします。 

始めに、施設所管課であらかじめ採点した審査項目について、ご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  ご説明させていただきます。 

 資料３－４「採点表」をご覧ください。網掛け部分についてでございます。 

 まず、内山緑地建設株式会社関東支店の事前採点結果についてご説明いたします。 

 まず、採点表の２「（１）同種の施設の管理実績」でございますが、９年間のゴルフ場

管理実績がございましたことから、選定基準に基づき、３点と採点いたしました。 

続きまして、採点表の６「（１）市内産業の振興」でございますが、市外業者である

ことから、選定基準に基づき、０点と採点いたしました。 

 続きまして、採点表の６「（３）市内雇用への配慮」でございますが、施設従事者の市

内在住率が６０.０％であることから「選定基準」に基づき、２点と採点いたしました。 

 最後に、採点表の６「（４）障害者雇用の確保」でございますが、法定雇用率を達成し

ていること、また、新規雇用の予定があることから「選定基準」に基づき、２点と採点い

たしました。 

内山緑地建設株式会社関東支店の事前採点結果については、以上でございます。 

○部会長  ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何か質問ございますでしょうか。 

○委員  確認ですけれども、下の網かけについて、６の「（２）市内業者の育成」と
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「（５）施設職員の雇用の安定化への配慮」は、委員が採点するということですよね。 

 網掛けの仕方間違っているのかな、これ。数字が市のほうでは点数つけていないですが。 

○文化振興課  はい。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  私のほうから、また、すみません、質問ですけれど。 

 ６の「（３）市内雇用への配慮」ということで、対象となる施設従事者というのは、こ

れ、内山緑地さんに関しては、現施設での、ですかね。このゴルフ場へのということにな

るんでしょうか。 

○山﨑スポーツ振興課長  はい、そうでございます。 

○委員  一方で、スポーツクラブＮＡＳのほうの施設従事者というのは、何を対象にし

ているのか。 

○スポーツ振興課  両者とも「提案書」で「市内雇用への配慮」、ここで記載していた

だいた数字を基に計算をしております。 

○委員  予定者ということになるのですかね。 

○スポーツ振興課  そうですね、予定者ということになります。 

○委員  わかりました。 

○部会長  ほかにご質問等よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  ありがとうございました。 

では、内山緑地建設株式会社関東支店の経営及び財務状況について、公認会計士であ

る小野寺委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思います。 

お願いします。 

（※経営及び財務状況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号第

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。） 

○委員  したがいまして、この内山緑地建設さんにおいては、これを見る限り、直ちに

倒産とか事業から撤退するようなリスクはないと考えていいかと思いました。 

○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、皆様より何かご質問はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  では、これから内山緑地建設株式会社関東支店のヒアリングを行いたいと思

います。 

 内山緑地建設株式会社関東支店を入室させてください。 

（内山緑地建設株式会社関東支店 入室） 

○部会長  それでは、これからヒアリングを行いたいと思います。 

 座ったままで結構ですので、これから１０分間、本日の出席者のご紹介と、提案内容の

ほうを簡潔に説明をお願いします。説明が終わりましたら、２０分間、私どもから質問さ

せていただきますので、よろしくお願いします。終了３分前と１分前にはお声掛けがある

ようですので、取りまとめをお願いします。 
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 お願いします。どうぞ。 

○内山緑地建設株式会社  本日は、プレゼンテーションの機会をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 私は、内山緑地建設株式会社取締役関東統括部長です。 

 そして、現在の本施設の支配人です。 

 次に、現在のコース管理マネージャーです。 

 そして、総務部経理部長です。 

 同じく総務部プロジェクトマネージャーです。 

 それでは「提案書」、１ページをご覧ください。 

 弊社は、平成２０年から千葉市民ゴルフ場の指定管理者として、本施設の管理運営をし

ております。その中で、ゴルフは安価で誰しもが気楽に楽しめるスポーツとして、千葉市

民の皆様に認知していただくべく、各種教室やイベント・コンペを実施してまいりました。

その成果として、当初は２万３千人前後だった年間来場者数が、平成２８年には３万６７

４人となり、特に高齢者の利用者数は１，５０８人から９，０５８人と増加しております。

高齢者の健康増進に貢献しております。これからの１０年も同規模他施設の全国平均が１

万７，０００人前後に対し、利用者満足度と快適なプレイ環境を維持し、実現可能な目標

として、平成３９年には年間来場者数、３万４，６００人を目指してまいります。 

 また、千葉市のスポーツに関する行政課題の解決に積極的に協力するとともに、東京２

０２０を視野に入れ、後ほど説明いたします、日本障害者ゴルフ協会と連携し、障害者の

ゴルフ人口の拡大、障害のある千葉市民のスポーツ参加の向上に寄与します。 

 ３ページの業務実績ですが、全体の管理運営以外に工事に関する施工、管理などの実績

は、８０か所以上の実績を有しております。 

 管理運営体制については、５ページの組織図のとおり、現在の組織体制に加え、所長を

配置いたします。現在、私が着任を予定しております。 

６ページから１０ページの管理執行体制及び必要な専門職員の配置については、関係法令

を遵守し、適正な人員配置をしております。従業員の管理能力向上策は１２ページ、中段

に掲げる３項目を達成できるよう、職員研修などを実施し、職員の育成に力を入れてまい

ります。 

 施設管理を安定して行うため、維持管理委員会を設置するとともに、管理表を基に、日

次、月次、四半期に、適切に点検を実施し、施設の長寿命化、ランニングコストの抑制に

寄与し、千葉市民の財産である本施設を守り、千葉市の財政負担の軽減に貢献いたします。

詳細は１３ページから１６ページをお目通しください。 

 館内警備については、２４時間３６５日のオンライン警備とともに、万一の事態に備え

緊急参集要員２名を本施設から１０分圏内に居住させています。 

 テロに対する対策の実施、職員研修も行っております。個人情報保護についても、不要

な情報は収集しないとともに、収集・保管・廃棄を適切に行い、電子データも本施設から

持ち出せないよう対応しております。また、これらの対策の実施状況のチェックを、１７

ページの組織図にのっとり適切に行います。 

２０ページからのリスク管理については、本施設として発生頻度の高いリスクは三つ

です。雷対策はライトニングスコープの導入と情報提供、避難誘導の実施。熱中症対策は
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日よけの設置や食塩タブレットの配付、打球事故は立て札の設置や「ファー」の掛け声の

練習などの実施により、平成２８年度は打球事故ゼロ件を実現しました。万が一の事故発

生に備え、２１ページ下段の記載のような保険にも継続して加入してまいります。 

 ２２ページ、開館時間や休館日については、近隣のゴルフ場と比較しても大変早い開館、

休館は年５日のみとなっており、今後についても継続してまいります。 

 今後のサービスの向上策につきましては、２３ページの表の内容を予定しておりますが、

加えて下段の障害者支援について特に力を入れてまいりたいと考えております。 

 平成３０年４月以降については、ＮＰＯ法人日本障害者ゴルフ協会の協力を得ることが

できましたので、同団体の実績とノウハウを生かして、より障害のある方々にもゴルフを

楽しんでいただける環境を整備してまいります。 

 ２４ページです。現在、実施中の予約方法や割引制度、コンペ援助隊、雷による中断後

の処理は、今後も継続し、新たにアトラクション、ドローン技術などを活用したホームペ

ージにおける情報提供の強化、動的ストレッチマシン、ホグレルの導入についてはサービ

スの強化策として、平成３０年度以降、順次導入を検討しております。 

 ２６ページ、利用者の意見聴取や自主モニタリングについては、現在でも実施している

聞き取りや、第三者モニタリングに加え、茶話会などを開催し、忌憚のない意見を聴取で

きる機会を設けていきます。 

 弊社はハード、ソフトの両面から本施設における実績と、内山緑地建設が全国で蓄積し

たノウハウを導入し、施設の機能が最大化できるよう事業を構築してまいります。詳細は

２８ページから３０ページをご覧ください。 

 今後、１０年間の目標値は、施設利用者数については、最終年度３万４，６００人を目

指します。年間８教室もしくはイベントを実施し、教室イベントの延べ参加者数は年間３

千人とします。コンペ競技会は年間１６種類以上とします。本施設開設当初、コンペの参

加者を１０人前後から３０人前後に増加しております。今後も多くの千葉市民の方にご参

加いただけるよう努力してまいります。これらの自主事業については、偏りなく老若男女

に提供できるバラエティに富んだメニューをご用意しています。詳細は３３ページから３

４ページの表をご覧ください。 

 本施設の収支計画につきましては、備品や各種リース、什器等も継続使用し、支出を抑

えることができ、その分、利用者の利便性に寄与する投資を行うことができます。積算根

拠についても、現在、実際に管理運営を行っておりますので、１０年間の蓄積に基づいた

実現味のある数字であることを強調させていただきます。 

 ３９ページから利用料金や減免措置についても、利用者数が増加しており、弊社は現在

の料金が妥当と考えています。税率変更以外での値上げはせず、現在の料金設定を継続さ

せていただきます。 

 ４０ページの市内業者との連携については、現在もお願いしております市内業者及び準

市内業者の皆様には、継続してご協力をお願いいたします。また、下田農業ふれあい館と

は、コンペ、競技会の景品の調達先としてご協力いただいております。今後も、より一層

の連携強化を行ってまいります。加えて、千葉市内の障害者自立支援施設との連携を図り、

イベントでの物販の場の提供を検討しております。 

 ４１ページの市内雇用への配慮は、千葉市民雇用率８０％を実施します。業務の性質に
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より、６５歳から７０歳まで雇用延長を実施し、より千葉市民の皆様の働く機会の拡充に

寄与してまいります。障害者雇用については、４２ページの表のとおり、適切雇用を実施

するとともに、千葉市内の社会福祉法人オリーブの樹などの障害者施設の団体と連携し、

間接的に働く場の提供を実施します。 

 最後に、審査対象外ではありますが、今後も弊社独自の利益還元策を継続させていただ

き、今までの１０年間に加えて、これからの１０年間についても千葉市の財政に貢献させ

ていただきます。詳細は４４ページをご覧ください。 

本施設指定管理応募に関する提案は以上となります。ご清聴ありがとうございました。 

○部会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員のほうから質問ありましたらお願いします。 

 委員、どうぞ。 

○委員  １１ページに「今後に備え、新たな予約システムを構築する」とある。これ、

具体的には、まず、新たな予約システムというのは、どのようなものか。 

 そしてもう一つ、対象が、ジュニアからシニア、レディースときめ細かで非常に利用者

に配慮しているのですけれども、もう一つ、いわゆるルールも今度、大幅にゴルフも結構、

改正になりますよね。そのルールどおりこれをやっていたら、全然これ市民ゴルフ場、稼

働率が悪くなっちゃうから、それはそれでいいのですけれども。ルール等についても、何

か講習会などのようなものは予定しているでしょうか、その辺をちょっと聞かせてくださ

い。 

○内山緑地建設株式会社  ルールの講習会ですか。 

○委員  ええ、ルール。 

○内山緑地建設株式会社  ルールの講習会につきましては、私どものほうで実施してお

りますスクール、ここでのご説明と、あと、コンペの際に、コンペが終わって表彰式に移

る際に、一通りのルールに関する質問については、質問を受けております。 

 ローカルルールについては、またスタート地点でご説明させていただいております。 

○委員  もう一つ、新たな予約システムは。 

○内山緑地建設株式会社  現状の予約システムが１０年前のシステムでありまして、お

客様も若干、不便なところもあったりとか、私どもも整理する上でスピーディに行うため

に、ちょっと改善しなきゃならないだろうと、今、思っておりますので、こういうのをち

ょっと最新のものに変更できればと考えております。 

○部会長  ありがとうございました。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

○委員  それでは、私のほうから何点か質問したいと思います。ちょっと一つ一つお尋

ねしますけれども。 

 まず、御社は現管理者ということで、これまでの９年間ですか、指定管理の実績に対す

る自己評価をちょっとお尋ねしたいのですが。積極的に評価すべき部分というか、アピー

ルしたい点ということ。あと、改善点みたいな課題みたいなものもあろうかと思いますが、

その両面、プラスの面とマイナスの面をちょっと振り返って評価していただければと思い

ます。 

○内山緑地建設株式会社  自己評価としまして、最初の６年間、鳴かず飛ばずで大した
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成果を上げることはできませんでした。私どもも赤字がずっと続いていた状況になります。

２６年度から３年間、平均約１０％ずつぐらい来場者が増えてまいりまして、段々とお客

様の認知度、それとリピート率が非常に高まってきたということで、来場者アップについ

ては、非常に貢献できたかというふうに思っております。 

 来場者アップにつきましては、正直申し上げて、秘策とか妙策というのは、はっきり言

ってございません。何かこれをしたらいいんじゃないか、これをしたらいいんじゃないか

ということを積み上げてやっていった成果であって、お客様との信頼関係、持ち場、持ち

場の努力でもってこういった数字が出てきたのではないかというふうに思っております。 

○委員  次期に向けての課題はありますか。これまでできなかったことであるとか、こ

のまま積極的にこうしたいとか。 

○内山緑地建設株式会社  例えば、今、お客様が非常に、夏場、あそこは木が大きく育

たないもので、日陰が非常に少ないということがありまして、やっぱり日よけについても

っと充実させていければというふうに思っております。この辺の対策、樹木であると、な

かなか大きくならないので、構造物をつくって、そういった代わりにしていきたいと。 

 今年は、新たにそういった構造物ができませんでしたので、クールミストを３か所に設

置して、少しでも涼をとってもらうというような工夫をしてまいりました。僅かなマイナ

ーチェンジだけです。 

○委員  わかりました。 

 ２点目なのですけれども、今回、単独で応募されているということですけれども、単独

で指定管理することのメリットとデメリットをお尋ねしたいのですが。 

○内山緑地建設株式会社  やはり単独のほうが、いろんな物事をよりスピーディに解決

できている。余り時間とらずに、スピーディに課題に対して、時間かけずに改善できると

いうところがメリットでございます。 

○委員  特にデメリットは、ないということで。 

○内山緑地建設株式会社  そうですね。デメリットは、どうしても２社とか３社になり

ますと、やはり企業同士の意思疎通というか会議とか時間もかかってしまいますし、やは

り即決、即断ができないというところがあります。 

○委員  わかりました。 

 あと、次期に指定管理者となった場合、スタッフであるとか、その再委託業者とかは従

前どおりでよろしいですか。 

○内山緑地建設株式会社  はい。再委託業者は従前どおりの予定でございます。 

○委員  最後ですけれども、一番最後の部分です。御社の独自の利益還元ということを

うたっていらっしゃいますけれど、これは御社の、企業の理念みたいなものだと思います

けれども、どういうことをお考えなのかということを、ちょっと具体的に教えていただけ

ますか。何というか、社会に対するスタンスというか。 

○内山緑地建設株式会社  やはり、あそこの場所を千葉市さんからお借りして、あそこ

でできるだけ緑を、美しい緑を保ちつつ、お客さんを癒していって、なおかつそこで、得

られた利益については、できる範囲で千葉市さんに返還して還元して、やはり財政に貢献

していきたいというふうに思っております。 

○委員  それにプラスアルファということなのですね。 
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○内山緑地建設株式会社  そうですね。それで、やはり高齢者の方の健康を維持しつつ、

市民の方の健康にも貢献し、なおかつ千葉市の財政にも貢献していきたいというふうに思

っています。 

○委員  わかりました。ありがとうございます。 

 私からは以上ですけれども。 

○部会長  ほかに何かありますでしょうか。 

 委員、何かありますか。 

○委員  月に一度、障害者のゴルフを優先するとうたっておりますけれど、これは、今

までやったことないですよね。 

○内山緑地建設株式会社  今までは確かにやったことはございません。 

○委員  来年度とか、例えば。 

○内山緑地建設株式会社  来年度以降、先ほど申し上げましたように、日本障害者ゴル

フ協会の協力を得まして、いろいろノウハウもお借りしまして、そういったことができる

ようにやっていきたいなというふうに考えております。障害者の方もいろいろレベルがご

ざいますと思うのですけれど、現在は大体、月２５名前後の方がプレイはされているので

すが、我々から見ますと、通常の人と変わらないようなレベルの障害者の方なのですけれ

ど、もうちょっとハンディキャップのある方もできるような工夫をしていきたいというふ

うに考えております。 

○委員  ちょっと私も関連しての質問なのですけれども、利用者に向けてのＰＲって具

体的にお考えですか。ＰＲの仕方というか、実際、利用される障害者の方に。 

○内山緑地建設株式会社  やはり障害者協会の方と、相談しながら、情報発信をしなが

ら、できるだけ経験をしていただきたいのと、やはり、やったことのない方にも、障害者

の方にも楽しんでいただけるように工夫していきたいと思います。 

○委員  わかりました。 

○内山緑地建設株式会社  補足させていただいてよろしいでしょうか。 

 現在、日本障害者ゴルフ協会さんが月に１回月例会というのをやってらっしゃるのです

が、それをこの４月以降、タイミングを見て実際に実施していただきまして、こちらの協

会ですと、重度障害の方もゴルフをプレイされていますので、そういった方々に、実際プ

レイしていただいているところを、千葉市の障害のある方にも見ていただいて、自分にも

できるんだという自信を持っていただくというのが、第一歩かと思っております。 

 なので、月例会を開くときに障害者関係施設とか、そういったところにパンフレット等

をご紹介させていただきまして、呼びかけて集まっていただいて、プレイする、しないは

置いておいて、とにかく１回見に来てもらうというようなことで、障害者に対する利用の

向上を考えております。 

○委員  そういう営業活動的なことをしていただけると。 

○内山緑地建設株式会社  はい。 

○委員  わかりました。 

○部会長  ほかにご質問。 

 委員。 

○委員  「提案書」の２ページ目で、上のほうで、来場者人数のところ、快適にプレイ
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できる利用者数に限界が近づいていると、そういうご認識ですけれど。実際問題、現状の

コースのキャパで、どれくらいが限界とお考えなのでしょうか。この計画では、最終年度

で３万４千人ちょっとですけれども、どのくらいになるのでしょうか。 

○内山緑地建設株式会社  快適なプレーヤーの数と言いますと、１２０人あるいは３０

人ぐらいが快適なプレーヤーの数かなというふうに思っています。 

○委員  年間だと何名になりますか。 

○部会長  掛ける３６０幾つということでよろしいですか。 

○内山緑地建設株式会社  今、こちらの目標として掲げています数字、開館日数で割り

返しますと、１日当たり９６人程度となっております。ただ、これ、雨の日、休業日とか、

あと天候不順で午後使えなかったりとか、そういう部分もございますので、１日当たりで

考えますと大体１２０人ぐらいが適正。その休館日等々も加味して、年間で通してみると

３万４，６００人が妥当な数字であると。 

 実際、大変、煩忙期に２００人近いお客様が来ますと、プレイの遅延とか、そういった

部分でご苦情いただいておりますので、そういった経験からも算出した数字となっており

ます。 

○部会長  委員、何か。 

○委員  大体、網羅していただきました。 

○部会長  ほかにございますでしょうか。 

○委員  ちょっと関連してくるのですけれど。利用者が３０年からずっと年々３００人

前後増えていきますよね。これの計画だと。これはどのような方法で設定されているのか

と。 

○内山緑地建設株式会社  今、現状、単純平均で昨年度の実績から３６０日稼働日で割

りますと、ざっくり８５．１人なのです。例えば、今日みたいな日、朝ちょっと確認して

みたのですけれど、今日みたいな日は十数名しかいません。多い日が、それこそ先ほど言

いましたように２００名ぐらいになったりすると。 

 そういうことから、現状の来場者数がかなり限界に近いところにまできているかなとい

うような認識をしております。そう言いながらも、最初の５年間、２％ずつぐらいの増を

図っていかなきゃいけないだろうと。残り５年間については、最低でも１％ずつぐらい、

最低は増加を図っていきたいというような努力をして、３万４，６００人という数字を出

させていただきました。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

○委員  努力目標ですね。一応、３９年あたりと。 

○内山緑地建設株式会社  そうです。掲げさせていただきました。 

○部会長  頑張っていただきたいと思います。 

 ほかにご質問等よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  そうしましたら、多少時間ありますけれども、これでヒアリング終了したい

と思います。どうもありがとうございました。 

（内山緑地建設株式会社関東支店 退室） 

○部会長  それでは、意見交換の機会を設けたいと思います。 
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 今のヒアリングを踏まえて、採点の前に何か確認しておきたいことなどございますでし

ょうか。 

 委員、どうぞ。 

○委員  先ほどの市のほうの形式審査の結果の説明の中で、資料３－４というこれ、そ

ちらの下のほうの、「６ その他市長が定める基準」の中の「（３）市内雇用への配慮」。

これが２点とされていて、施設従事者の市内在住率が６０％、２５分の１５ということで

２点と配点されていますけれど、今の会社のプレゼン、あるいは、この「提案書」の４１

ページで８０％を目指していきますという、明確に言っているのと、書いているのとある

のですが、これとの整合性はどうなっちゃうのでしょう。 

○部会長  事務局のほうでどのように判断されたか、ちょっとお尋ねしたいと思います

が。お願いします。 

○スポーツ振興課  ２者申請いただいて、２者の整合性を図るためにも、あくまでこの

表で書いていただいている数字を基に計算をしておりまして、８０％という数字は努力目

標的な数字として、正式な数字としては、この表を基に計算をしています。 

○委員  そういう意味では、向こうの提案資料の中で整合していなくて、市のほうは、

表のほうの２５分の１５を採用したということですね。 

○スポーツ振興課  はい。 

○部会長  ほかにご質問、ご意見いかがでしょう。 

 京葉カントリーさんいらっしゃらなかったほうが、意思決定が、というようなことをお

っしゃっていましたけど。 

○委員  今の話で、何で今回、単独になったのですか。その経緯って把握されています

か。 

○部会長  事務局のほうで何か把握されているようでしたら教えてください。 

○山﨑スポーツ振興課長  特に具体的な理由ということでは、確認はしておりませんが、

毎年、選定評価委員会の中でも委員さんからもご指摘があるように、２５年度に代表企業

が京葉カントリーから内山緑地に替わったということで、そのときにも京葉カントリーが

ある意味経営がちょっと困難になってきているというふうなことで、代表者が替わってい

るということから、その財務状況的にも注視が必要だということで、委員からのご指摘が

あったと思いますけれども。その流れを見まして、その代表者が代わったことによって、

内山緑地のほうも経営が伸びてきたということもございますので、その辺がある意味、加

味しているのかというような推測はされます。 

○部会長  経営体力が京葉さんのほうはないということですかね。あと、おっしゃらな

かった、地道な種まきみたいなことで、６年間耐えてきたとおっしゃってましたけど。経

営が替わった、代表者が替わったということでしょうかね。悪い傾向ではないのでしょう

けれどもね。 

 ほかに何かご質問、ご意見があれば。よろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  これから５分間の時間を設けますので、採点をお願いします。仮の採点で、

また、後ほどＮＡＳさんのお話を伺った後に、集計の時間もあろうかと思いますが、とり

あえず、今回の採点をお願いします。 
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（仮採点） 

○部会長  次に進めたいと、事務局、よろしいでしょうか。 

 次に、スポーツクラブＮＡＳ株式会社について審査します。 

 始めに、施設所管課であらかじめ採点した審査項目について、ご説明をお願いします。 

○山﨑スポーツ振興課長  資料３－４「採点表」をお願いいたします。 

 スポーツクラブＮＡＳ株式会社の、事前採点結果についてご説明いたします。 

まず、採点表の２「（１）同種の施設の管理実績」でございますが、ゴルフ場の管理実

績がないことから「選定基準」に基づき、０点と採点いたしました。 

続きまして、採点表の６「（１）市内産業の振興」でございますが、準市内業者である

ことから「選定基準」に基づき、２点と採点いたしました。 

 続きまして、採点表の６「（３）市内雇用への配慮」でございますが、施設従事者の市

内在住率が９３．３％であることから、選定基準に基づき、３点と採点いたしました。 

 最後に、採点表の６「（４）障害者雇用の確保」でございますが、法定雇用率を達成し

ておりませんが、新規雇用の予定があることから、選定基準に基づき、１点と採点いたし

ました。 

スポーツクラブＮＡＳ株式会社の事前採点結果については、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、ご意見を聞いて、何かご質問ございますでしょうか。 

 委員。 

○委員  ちょっと意味が分からないところが、一番最後の「（４）障害者雇用の確保」

について、先ほどの内山緑地と比べてコメントは同じなんだけれど、点数が２点と１点で

違うというのは、これ何なんでしたっけ。 

○部会長  点数の差について、お願いします。 

○スポーツ振興課  ２社とも障害者雇用の意思があるというところで、１点というとこ

ろが共通しているのですけれども、それに加えて法定雇用率の部分で、内山緑地に関して

は法定雇用率は達成しておりましたので１点。スポーツクラブＮＡＳについては、法定雇

用率を達成しておりませんので、０点としております。 

○部会長  会社本体のほうでというところですか。 

○スポーツ振興課  そうです。 

○部会長  そこで差異が出たということで。 

○委員  内山緑地の未達成というのは、これ、達成ということですか。 

○部会長  本件施設では未達成ということでしょうかね。 

○委員  誤植ということですかね。 

○委員  これ誤植だね。こっちの対象は、最初に我々のもらったほうは達成になってい

るよね。 

○委員  配られたほうを見ていたので。 

○部会長  事前配付だと達成となっています。机上配付のほうは未達成となっている。 

○小名木文化振興課長  申しわけございませんでした。 

○部会長  どちらが正しいのですか。 

○小名木文化振興課長  達成のほうが正しいです。 
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○部会長  机上配付は間違っているということですね。 

○委員  件数が合っているということですよね。 

○小名木文化振興課長  はい。 

○委員  了解です。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 ちょっと混乱がありましたけれども、机上配付の資料が間違っていて、内山緑地のほう

が法定雇用率は達成しているということで、点数の差があると。よろしいですかね。 

○委員  内山緑地は達成して、なおかつ、更に新規雇用の予定があるという読み方なの

ですか。 

○スポーツ振興課  はい。 

○部会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

（なし） 

○部会長  では、スポーツクラブＮＡＳ株式会社の経営及び財務状況について、小野寺

委員より、計算書類等を基にご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（※経営及び財務状況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号第

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。） 

○委員  以上のことから、当社については、これを見る限りにおいて、直ちに倒産する、

あるいは事業から撤退するというようなリスクは少ないと考えてよいと思います。 

 以上です。 

○部会長  ありがとうございます。 

ただいまのご説明について、何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

（なし） 

○部会長  それでは、これからスポーツクラブＮＡＳ株式会社のヒアリングを行いたい

と思います。 

スポーツクラブＮＡＳ株式会社を入室させてください。 

（スポーツクラブＮＡＳ株式会社 入室） 

○部会長  それでは、これからヒアリングを行いたいと思います。 

ます、１０分間で本日のご出席者のご紹介とご提案の内容を簡潔にご説明してくださ

い。説明が終わりましたら、２０分間になりますけれども、私どもから質問させていただ

きます。座ったままで結構ですので。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  こんにちは。スポーツクラブＮＡＳ株式会社でござ

います。 

 本日は、千葉市民ゴルフ場の指定管理の応募でヒアリングをご指名いただきまして、誠

にありがとうございます。感謝申し上げるとともに、我々のほうでは、千葉市民あるいは

千葉市にとって、非常にプラスになるような活動をこれからしてまいりたいと思っており

ますので、誠心誠意、努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ヒアリングのメンバーをご紹介いたします。 
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 まず、弊社取締役管理本部総務統括部長でございます。 

 同じく、管理本部施設管理部ゴルフ部門の責任者であります、担当部長でございます。 

 続きまして、現在、千葉市民のスポーツ施設のほうの指定管理を担当しております、そ

ちらの統括管理責任者でございます。 

 同じく、千葉指定の施設管理のほうでスポーツ施設のほうのブロック長でございます。 

 今日は、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、本提案の内容のポイントについて、担当のほうから説明させて

いただきます。よろしくお願いします。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  ちょうど先週の金曜日ですが、今年の４月から受け

させていただきました、磯辺スポーツセンターも含めて、全施設の館長と、あと所長会議

を開催してまいりました。今年度の上期の総括と、もうスタートしてしまったやつは９月

以降の下期の目標の修正ですね。あと、来年度に向けての３０年度の計画について、各施

設からいろいろな意見交換をして開催をしてまいりました。 

 その中で、昨年も同じ時期に、選定に参加させていただいていたのですが、同じように、

ここの選定を受けて見事、来年の４月からはゴルフ場の、このグループの中に加わってと

いうことで、そこは認識を統一にするような形で伝えてまいりました。 

 今、申し上げましたように、昨年も同じようなご説明になってしまったのですが、今回

の千葉市民ゴルフ場に関しても、一つの指定管理施設という捉え方ではなくて、やはり今

の、私どもが受け持たせていただいている千葉市スポーツ施設、それに青葉もそうですし、

今年の４月から加わりました磯辺スポーツセンターを含めて、全体のグループの１施設と

して捉えた上での管理運営を行っていきたいと思います。そうすることによって、いろい

ろな全体によるスケールメリットが生まれてくると思っております。 

 特に、今まで単独でゴルフ場のほうやられてきている中で、今度、私どもの管理するグ

ループの中に入ることによって、例えば、今の千葉のスポーツ施設、数え方にもよるので

すが３６施設ですか。こちらのほうでそれぞれゴルフ場の広報活動を行ってまいります。

しいては、今、考えている中では、それぞれの施設での予約受付ですね。それも考えてお

ります。 

 あと、私どもスポーツクラブも経営しておりますので、千葉市の中で約３か所、県内で

は、含めて８か所です。あと、ゴルフという、特殊なスポーツという言い方はいけないの

ですが、結構、遠距離からでもお客様に、うまく認知、告知ができれば来ていただけると

いうことで、今、弊社の中では関東圏３６施設、約８万５千人の会員がおりますので、そ

れぞれのスポーツクラブでも同じＮＡＳのスポーツクラブの中で、千葉市のほうで、こう

いう施設を管理しているというので、これは広報が可能になってくると思います。 

 あと、我々、弊社は大和ハウスグループの元で一員としてやっておりますので、千葉市

内において、どれも市民の皆様がたくさん集まるような、皆さんご存じかどうか、ロイヤ

ルホームセンターですとか、今、市内に３店舗ですか。県内で約１１か所です。あと、追

随するものでは、ロイネットホテルとか、ちょっと南房総で離れているのですが、リゾー

トホテル等もあります。あと、ちょっとピンとこないとは思うのですが、元々、大和ハウ

スですので住宅関係でやっているのですが、我々スポーツクラブが新しいところでオープ

ンするときも、いわゆる住宅環境ですね、そちらのグループ会社様のほうから、例えば、
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新築の家を千葉のほうに建てるとか、引っ越して新しいところに来られる、そのときに同

じ住宅のほうを紹介した、同じグループ会社のほうで、こういうスポーツ施設もやってお

ります。例えば、スポーツクラブであれば割引券とかもお渡しして来ていただいて、それ

によって地域の方の仲間に、お客様のお友達とか、そういうご紹介等もさせていただいて

おりますので、人の集まる、そういうロイヤルホームセンター以外の住宅関係は大和ハウ

スグループの中でも、同じように広報活動が可能だと考えています。 

 あと、ゴルフ場の管理になりますので、特別ゴルフ場というあれではないのですが、稲

毛の例えば球技場なり、中田のスポーツセンターの球技場、あそこら辺の芝の管理も同じ

ように、やはり大変なものというか、同レベルのものだと考えておりますが、今回、現指

定管理者さんと同じように芝生の管理の会社様と何店舗かと事前にお話をさせていただい

て、実際、共同で今回、公募をということも実際検討いたしました。大体３社から５社ぐ

らいの方とお会いして。皆さん、それぞれ、いいご返事をいただいておりました。 

 ただ、いろいろな会社様とお話を直接させていただいて、実際に今、中田とか稲毛とか

もやっていただいている協力企業様とお話をしたのですけれど、それぞれいいものをお持

ちになって、芝生とかそういう管理に対しても大変、前向きな考えをもっておられて。そ

れは、例えば１社に絞ってしまうというのは、ちょっと難しいというか、まだまだ開発が

進んでいくという観点から、今回はそこの部分に関しては、稲毛と同様に業務委託の形を

とらせていただきたいと思います。毎年毎年、できたら、いろいろなところの業者様とお

話をさせていただいて、翌年度の管理のところをお任せできたらと思っております。 

 そのようなことがありまして、今回、単独での一応公募という形をとらせていただいて

います。それによって、経費面とか、あとは業務をスピード感を持って、これはもう、今

も管理させていただいているところと同等の管理が可能になってくると思います。 

 ちょっと、お時間がなくなってきてしまい、申し訳ないです。 

 あと、利用促進とか、利用の今後の展開に関しては先ほど申し上げたように、いろいろ

なオープンな市場を弊社が持っておりますので、その中で徐々に広げていきたいと考えて

います。 

 収支のところ、収入・支出に関しては、現指定管理者様の報告とか、年度報告のほうを

参考にさせていただいて、現在は私どものやっている実績、あと、グループでやることに

よって経費も大分抑えることも可能だと思いますので、その中で収支のほうの計画を立て

させていただいています。 

 先ほども申し上げた芝生の管理に関しての、一番大きなネックとなるのが、やはり整備

機器になると思うのです。約７，５００万円かかるもので、そこに関しては、弊社のほう

でリース契約をしてやっていただくということですので、最初、どうしても経費面が圧迫

しているような感じです。ただ、３年後で一応１０％以上の利益と、あと、ちょっとくっ

つけたような説明になってしまうのですが、利用人数のほうも３万２，２００人を３年後

の利用人数の目標としています。最終的な、年間では、私どもとしては、５万人という利

用人数の目標を立てて、やらせていただきたいと思います。 

 最後に申し訳ないです。現指定管理者さん、やられて、最初から大変な時期でいろいろ

あったとは思います。この３年間ぐらいで黒字に転換されて利用人数のほうも増えてきて

おります。正直、大変失礼なのですが、コースの管理というのを大変よくやられていると
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思います。ただし、弊社にお任せいただければ、これ以上の、今後もスポーツの参加率と

か利用人数の拡大に関しては、弊社のほうが引き出しとかそこら辺は持っているとは、そ

の辺は自負しております。 

 以上です。 

○部会長  ありがとうございました。 

 では、委員のほうから質問ございましたら、お願いします。 

○委員  ちょっと私から何点か、先に伺いたいと思いますけど。 

 まず、管理運営に関してなのですけれども、前提としてコース管理全般を再委託すると

いう理解でよろしいですか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  はい。今の形ですと、きっとすべて分けられてやら

れていると思うのですが、ただ、コース管理においても、例えばグリーンのところだとか、

フェアウェイもそうなのですが、ある程度細分化をして。今、考えておりますのは、例え

ば、ラフの部分とかそういうところに関しては障害者の方とかシルバー人材の方とか。今、

現に私どもでも、他の施設でも、私どものスタッフでやっていますので、そこら辺はうま

く。グリーンはちょっと完全にやっていただくような形になると思うのですが。 

○委員  自社でできるところは、ということですね。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  そうですね。 

○委員  わかりました。 

その委託するほうについて何点かお尋ねしますけれども。 

委託先業者の選定方法について、ちょっと具体的に教えていただきたい。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  まずは、今までの実績というのも、もちろんそうな

のですが、先ほど申し上げたように、あくまでどのような実際に管理されて、例えば実際

にコース見に行かれた業者さんも多いのですが、今後、このコースをどのように整備をし

ていくかという、そこら辺のところですね。もちろん、価格的なというところも、もちろ

んあるのですが。一応、常勤のキーパーの方もつけていただこうと、そこら辺は思ってお

りますので。やはり、あとはそこら辺のキーパーの方の人柄とかですね、そういうものが

最終的になるかと思います。 

○委員  委託先の管理能力というか、どれぐらいのノウハウをお持ちなのかという、そ

の見極めについて、どのように考えていますか。例えば、何か資格があるとか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  実際にやっていただいているところもありますし、

資格云々というのもちろんそうなのですが。正直、大手になればなるほど１０年とかそう

いう、今回やる中でも１０年間やりましょうというのが出てくるのですが、結局、最終的

には下請さんがやったりとかすることになってきますので。 

 あとは、やはり、いろいろな、実際にやっているところの評判とかそういうところも聞

かせていただきながら。実際に今回ゴルフのほうの担当の者も一緒に同席しておりますが、

実際にやられているそういうとこを目から見て、結果というかあれですね、評価も加味さ

せていただきたいと思っています。 

○委員  何か入札的に競合させてということではなくて。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  行政さんと違って入札じゃないですが、一応、相見

積もりという形でそれはとらせていただいて、やらせていただいています。 
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○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  あとは、お話を実際に聞かせていただいて、今、来

てますが、彼は実際にゴルフ場での勤務経験を、グループ会社のゴルフ場の勤務経験も持

っていますし。それから、グループ会社のほうのゴルフ場のほうからアドバイザー、この

業務をいただければアドバイザーということを迎えてやるということも決めておりますの

で。 

 当然、その辺の現職としてのノウハウということも含めて、業者さんにはヒアリングを

して、お話を伺って、一番適切な管理運営というところにご協力をいただこうというよう

な形で決めていければなというふうに思っています。 

○委員  今、「適切な」というふうにおっしゃいましたけど、そうなのですかね。実際、

芝生の管理であれば、そういう管理の能力だとか、あるいはお金の面もあろうかと思いま

すけど、何を。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  今までの実績、実際にやってみろというわけではな

いので。今、正直ちょっとあれなのですけど、実際の造園業者さんとも何社かお話させて

いただいて。あと、種屋さんですね、種屋さんも２社ほどちょっとお話をさせていただき

ました。独自に新しい、長野のほうで頻繁に強い芝生を開発して実際にそれを入れたりと

か。ちょっと中田でそれ、今年やらせていただいて。やっぱり、そこも種の開発だけじゃ

なくて、やっぱり自分の開発した芝生の管理というところも実際は行われますので。細分

化していく中で、例えばそういう種会社が、ラフなんかやらないよというところもあると

思いますので。そういうところの、最新のというかあれですね、やっぱり企業さんのそう

いう姿勢はある程度、見させていただいて。もちろん、技術というのあるのですが。最終

的には選定を、長くお付き合いできればと思っておりますので。すべて協力会社さんとい

う形で、現在、お付き合いをさせていただいていますので。 

○委員  総合的に判断するということですか、選定までの間に。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  そうですね。共に成長していければとは思っていま

す。 

○委員  わかりました。 

 ちょっと具体的な話になりますが、提供資料７ページの具体的な配置の人数を教えてい

ただきたいのですね。例えば、ここの配置場所ということで、受付であるとか事務所、施

設維持というところ、あるいは施設巡回ですかね。各場所に何人ぐらいを。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  一応、前のページの６ページのところに、一応１５

名、最初の段階ではスタッフのほうは、これ全体での人数なのですが。 

○委員  同時期に何人いるのかという、それをちょっと。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  それの時間帯のところで見ていただいて、実際に受

付周り３名とかですね。 

○委員  同時に３名いるのですか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  はい。常時、大体３名体制でいるような形になって

おります。 

○委員  施設維持あるいは施設巡回は何人いるだとか。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  そこは、いわゆるそこ米印がついているのですが、

そのあたり、ちょっと障害者の方も何らかの時間に来ていただいて、施設の清掃なり、あ
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と、先ほど言いましたコースの管理におきましては、実際にお客様がプレイされている日

は、もちろんコースはできないと思うのですが、例えば、それ以外の部分の施設周りの清

掃とか、そういう業務ですね、そこをやっていただこうと思っています。 

○委員  何人ぐらい配置を。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  一応、そこも３名の体制ではおるのですが。 

○委員  さらに続けて、コース管理、外注するという話だと思いますけど、施設の管理

で何人ぐらい、あと、運営の管理で何人ぐらいつけるのですかね、大体。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  一応、今、現状の施設に関しても、この方は受付、

この方は施設とか、正直していないのですね。両方とも満遍なくできるようにということ

でやっておるのですが。 

 一応、どうお答えしたらあれなのか。失礼なのですが、障害者の方に関しては、ちょっ

と受付業務は障害の度合いにもよりますので、受付の業務に立てる方は、もちろん今、何

人かおられるのですが。その方を除いてすべて受付はできるという形にしております。  

○委員  ごめんなさい、私、最後、伺ったのは、コース管理のほうで。外注する方が何

人ぐらいいるのですかというお尋ねです。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  これは、やはり管理会社の方にお伺いしなくてはい

けないと思うのですが、常時、最低でも２名。日中ですね。いわゆるプレイをされている

ときですね。その間はきっと入れないですので。  

 お伺いしたのは、やはりスタート前の管理と、あとは最終組がスタートした後ですね。

そこから後ろからどんどん整備に入っていくという形をほかでもとられていると思います

ので、そこはきっと大人数でやるのだと思います。それは常時何かあったときのために、

常時２名は必ず置くという形でお話はさせていただいています。  

○委員  物的な施設の管理者が２名ぐらいということですよね。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  コース管理ですね。  

○委員  例えばマーシャルとかそういう方々も含めなのですか。２名ぐらい。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  コース管理じゃないのですか。今ご質問は、マーシ

ャルなのですか。運営なのですか。 

○委員  運営のほうで。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  運営のほうは常時３名ぐらいは、はい。  

○委員  さらに私のほうから伺いますけども、利用者の支援であるとか施設の利用促進

に関してなのですけれども。先ほどのご説明で、他施設の管理のスケールメリットという

ことをおっしゃっていましたけれども。先ほどのお話ですと、調整・連携としては、広報

であるとか予約ということで、そういうスケールメリットを生かしてというお考えのよう

ですが、それ以外に何かありましたら教えてください。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  あとは、もちろん研修とか、そういうのをまとめて

やらせていただきますし。あと、正直ちょっと場所的には離れているのですが、それぞれ

各施設のスタッフが手伝いに行ったりとか、実際にトレードみたいな研修をしたりとか。  

○委員  人的なところで。融通し合うという、そういうことですね。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  はい。そこも、もちろんやっております。  

○委員  すみません、ちょっと意地悪なことをお尋ねしますけれども。現管理者として
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三十数施設、管理されていますけど。それぞれ５年間ですよね。そうすると、時期がずれ

るということと。あと、失礼なことを申し上げると、次期にどうなるかというのは未知数

な部分もあろうかと思いますが。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  その質問は予想しておりました。ちょっとずれるの

じゃないかと。  

○委員  仮に本件で指定管理者となって、他のほうで指定管理者となれなかったような

場合、本施設の本体、本体というか本施設単体で、どういう管理をお考えになるのか。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  簡単に言えば、本部を移すというとあれなのですが、

私の中では次期もぜひ、やらせていただけるということで。  

 やはり、今回、ちょっとまた話が長くなって申し訳ないです。コース管理の会社様と何

年と話で、１０年で、長いと。そこをできるというのは、やっぱり大手さんなのです。そ

うするとお金ももちろん上がってきます、先ほど言ったように下請さんの。 

 ただ、私どもとしては、今回、指定管理５年で受けているのですが、これ１０年受けさ

せていただければ、スタッフの方の雇用の安定とか、市内業者さんに、結局、皆さん、５

年でいなくなっちゃうかもしれないと、そういう。やっぱり１０年の、その方にとって、

人生の中にとって長いのか短いのかってもちろんあるのですけど、５年は安定しないと思

いますので。正直、他の指定管理だと、長いのだと３０年という契約のところもあります

ので。これを機にできたら、次のところもやらせていただければというところも、もちろ

ん、正直、私の中ではあります。  

 やっぱり、長くやれればやれるほど、サービスレベル、そこら辺が上がってくると思う。

ころころ変われば、いつまでたっても落ちつかないところもあると思いますので。  

○委員  はい。あと、最後２点ほどちょっとお聞きしたい。  

 まず、自主事業で何かアピールポイントというのがあれば。御社、特にソフトウェアの

ほうを充実されていると思います。  

 あともう１点。御社が指定管理者になったら、こう変わるというところを、もう一度教

えていただきたいですね。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  まず、自主事業に関して、ちょっと計画の中では、

初年度に関しては、まずは認知度を上げたい。まずは、うちのカラーを出すために、そん

なに自主事業、自主事業と、教室をやりに来たという、そこから入って来られるお客様は

もちろんいると思うのですが、結局、市の施設を使って教室をやっているというだけでは

なくて、徐々にそこは広げていこうとは思っておりますが。  

 今年の自主事業、来年度の自主事業に関しては、とにかくゴルフ場に来ていただくとい

う、そういう部分、どちらかというと啓発のイベントのところをメインにやっていけたら

と思っています。個人的な、例えば技術の向上とか、それはもう、うちの部分でしっかり

したパイプがありますので、そこから先生に来ていただいて、同様にというより今まで以

上のものはご提案できると思っておりますが。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  自主事業という点でいいますと、我々、今、創業し

て、１９７２年創業ですので４５年ほど。元々は子どもさんのスイミングスクールをベー

スに立ち上がってきた会社ですので。今の、私、実は千葉市民で、ゴルフのほうはかなり

の回数ご利用させていただいて、足運んでいるものですから、普段のご様子も拝見してい
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ますが。今もキッズのスクールなどをたくさんやられていることは、よく、私も見て知っ

ておりますが。我々は４５年という実績の中で、小さいお子様から、今、スポーツクラブ

は、最高齢は本当に８０歳を超える方がたくさんご利用で来ていただいておりますので。  

 一番の特徴とすると、幅広い年齢の方々と今まで、やはりサービスのご提供をやってき

た関係の中で培ってきたものを生かして、お子さんにはお子さんの、もっとより、知育徳

育というのですかね、常識面のこともそうですし、技術面のこともそうですし、体力面の

ことも含めたような教育体系というようなことを、今までの中でのものでもできますし。 

 それから、我々グループ会社で女子のレジェンドのプロの方のコラボレーションの中で

プロアマをやってみたりとか、シニアの男性の方とか、あとはスクールプロの場合は、ス

クールの指導団体の方とのコラボレーションで今、スクール展開もやっております。実際

には今、５７店舗あるスポーツクラブの施設のうち、６割強の施設には、ゴルフレンジ、

もしくはシミュレーションゴルフというようなものが入っていて、ゴルフ関係のことを会

員の方に楽しんでいただいている。  

 そういったものを含めて、いわゆる、間口も広くて奥行きも深くて高さもあるようない

ろんな自主事業ということは、実際に具体的に今までやってきたことがあるので、それを

この中にも落とし込みをしていって、やれるという自信はございます。  

 それから、あとはスケールメリットで一つ大きくなるのは、現在も予約サイト、ウェブ

で持っていらっしゃるのは知ってます。私もウェブから予約はさせていただいているので

すけれども。本当、申しわけないです。利用者とすると、それちょっと物足りないのは、

スマートフォンですとかタブレットでこうやったときに、ちょっと画面が最適化されてい

なかったりとか、予約のリストがアイフォンなんかだと動きが、どうしてもやりづらかっ

たりとかということがございますので。  

 こういったところは、我々のさっき言った告知という部分でホームページからのリンク

であったり、そういうスマートフォンの最適化というようなことは、これは事業としてス

タートが切れれば、これはもうお客さんのまず最初の入り口ですので、即やって、いろい

ろなところで予約できるねと、簡単だねと、スマートフォンでもできる、電話かけてもす

ぐ、それから近くの千葉の運動施設に行ったときに、ちょっと聞いてみて言ったら、もう

それでできたねというようなことというのは、初年度からすぐに実現のできるものとして

やっていけるというところは、我々としてお任せいただいたときに、非常に利用者の方の、

市民の方の利便性が向上する部分からというふうには思っております。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  自主事業のほうはそうですね。やはり新規のお客様、

そこをやっぱり獲得したいのと、ちょっと個人的なっていったらいけないのですけど、ゴ

ルフを表現いいのかどうか、引退された方ですか、昔はゴルフやってたけども今は、例え

ば中田のお客様だと多いのですが、今はグラウンドゴルフとかマレットゴルフとか、そう

いうものをやられている。今の、例えば市民ゴルフ用でグラウンドゴルフも、これコース

がとれるみたいですので。例えば、市民ゴルフ場でグラウンドゴルフ楽しんでいると。行

く末は、できたからお孫さんとか連れてきていただいて、また、ちょっとゴルフでも、昔

はやってたんだよということで、ちょっとそういう方たちをできたら、また足を運んでい

ただけるような状況がつくれればとは思っておりますので。  

 自主事業の中で、教室とかそれもそうなのですが、ゴルフ関係、今、正直そういうこと
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をやられていただく、これはスポーツに特化してという中で現指定管理者さんやられてい

ると思うのですが。弊社の中で、やはり、いろいろなスポーツメーカーやゴルフメーカー

さんともお付き合いございますので、例えば、試打会を実際にコースでやっていただいて、

そこで販売促進をしたりとか。今、現にもスポーツ施設でやってますが、いろいろなスポ

ーツ用品とかですね、それ以外のスポーツ関連グッズなどをやらせていただいて。そうい

うところは、よく力を入れてやらせていただきたいと思っています。 

○委員  ありがとうございます。  

 すみません、私だけちょっと聞いちゃって。ごめんなさい。  

○部会長  委員、どうぞ。  

○委員  細かい話で恐縮なのですが、先ほど御社のスポーツジムでゴルフレンジがあっ

て指導しているということですが、この市民ゴルフ場には、いわゆるＰＧＡとかＬＰＧＡ

のいわゆる資格を持った人の配置というのは計画をしているのかどうか。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  はい、事業としてスタートを切れれば計画します。

現実に今、うちの社内で平成２年ぐらいからゴルフ事業を始めたときにとっかかって、次

年度もスタッフ養成やりまして、現在既存でそのときのスタッフ養成した、スタッフはま

だ３名残ってまして、１人が今、うちの執行役員をやっておりますので、そういうところ

に関する知識・造詣というのは、社内ではしっかりと持っているというふうには思ってお

ります。 

○委員  もう１点ですね。このスポーツイベントの中で月例ゴルフ大会、これ３５ペー

ジか、ハンディキャップゴルフ大会とあるのですけれども。ここはやっぱり高齢者の利用

がすごく多いということで、いわゆる高齢者を対象にした、そういうシニアとかグラウン

ドシニアの大会のようなものはどうなのかということなのですが。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  それはランク分けしてしっかりと。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  すみません、全部くくってしまったのです。それぞ

れ、やはり対象となる方は分けさせていただいております。  

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  例えばレディースとか、そういうことはもちろん、

いろいろその一番いい形で、いろいろ対象の方のニーズに合わせてやることは、やぶさか

ではございません。  

○委員  もう１点。障害者の方のゴルフというのは多い。障害者の方のゴルフというの

は。 

○スポーツクラブＮＡＳ株式会社  今、私が実はお恥ずかしいのですけど、障害者スポ

ーツ指導員の初級をいただいておりまして、いろいろな大会に今ボランティアで行って、

大分、千葉市の中のオリパラをやられている指導者の方とも大分交流、お付き合いをさせ

ていただいているのですが。その中で、今ちょっと千葉の施設を管理させていただいて、

ボッチャの方に来ていただいて、いろいろ使っていただくようにしているのですが。ちょ

っと今までゴルフというところがなかったので、それはこれから。来ていただいている方

もまた。現に今もご利用なさっている方、障害者の方は月に何回か来られているみたいで

すので。逆にＮＡＳがやっているから皆さん来てくれて、そういう障害者の支援団体の方

にも、これ自信を持ってできると思いますので。  

○部会長  時間になりました。これでよろしいですね。  
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 すみません、これでヒアリングを終わりにしたいと思います。どうもありがとうござい

ます。 

（スポーツクラブＮＡＳ株式会社 退室） 

○部会長  再度、採点になりますが、その前に意見交換、何かご意見とかご質問とかあ

りましたら。 

○委員  バスの送迎はありますと書いてあったけど、実際、ゴルフやる人というのはバ

ッグを持つから、その点はどうかなとお尋ねしようと思ったのですけど。 

○委員  すみません、私もそこ聞こうと思ったのですが、時間がなくなってしまったの

で。 

○委員  私もそう思ったのですけど、でも、よく考えたら、本当にゴルフ場って駅から

遠いから、駅まで通常、送迎はあることはありますけど。ただ、あの場所については、多

分、みんな車で来るから、どれだけ本当にニーズがあるのかわかんないですね。 

○委員  どういう方法でやられるかなと思って。 

○委員  そうですね。彼らは他の施設で実績があるから、そこは。 

○委員  ほかで。ゴルフは、大和ハウスはゴルフ場があるのはわかってますけど。 

○委員  ゴルフじゃなくて、他の箱ものの、市内の何かやっているからですね。 

○委員  ゴルフ場じゃないから、それなら道具もほとんどいらないじゃないですか。だ

から、そのまま乗っていけるけど。ゴルフ場はどうしてもバッグがあるから、そういう点

はどうかなと思って。 

○委員  こてはしのプール、別管理者だと思いますけども、余り。 

○委員  余り工夫されてないみたいですね。回数も少ないし。 

○委員  それ以上に余りね、バスにゴルフバッグ抱えて乗っている人って見たことがな

いですよね。 

○委員  ゴルフ場でも、バスの送迎を廃止しているゴルフ場が増えてきていますよね。

利用者がいないのですからね、余り。 

○委員  ご提案としては出ているのですけど、どこまで評価するかという点もあります

ので。 

○委員  今は宅急便でみんなゴルフバッグを送っちゃう人もいるじゃないですか。自分

は電車で行くとか。 

○部会長  何か事務局に対してご質問とか、よろしいですかね。 

（なし） 

○部会長  では、これからスポーツクラブＮＡＳ株式会社の採点をしていただくのと併

せて、先ほどの内山緑地建設株式会社の採点表についても再度ご確認いただければと思い

ます。 

 今から１５分ぐらいでよろしいですかね。時間とりますので。採点が終わりましたら、

採点表を事務局の方にお渡しください。その後、休憩に入ります。 

（採点） 

○部会長  大体、皆さん終わりました。よろしいですか。 

 では、これから採点の審査表を事務局に出していただいて休憩に入りたいと思います。

休憩２０分間とりたいと思いますので、その時計で１５時３５分ぐらいになったら始めた
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いと思います。 

（休憩） 

○部会長  じゃあ、再開したいと思います。 

 事務局のほうから、集計結果のご報告をお願いします。 

○小名木文化振興課長  それでは、集計結果をご報告させていただきます。お手元にお

配りいたしました集計表をご覧願います。 

 集計表の一番下が合計欄となっております。そして、応募者ごとの欄の一番右側が平均

の得点となっております。 

 まず、内山緑地建設株式会社関東支店ですが、合計得点が４１１点で、平均点の総合計

の得点が８２．２点でございます。 

 次に、スポーツクラブＮＡＳ株式会社ですが、合計得点が３７２点で、平均点の総合計

の得点が７４．４点でございます。  

 なお、網掛け以外の部分について０点がついた項目はございません。  

 以上でございます。  

○部会長  ありがとうございました。  

 それでは、これより各応募者の総得点を基に話合いによって順位を決定していきたいと

思います。何かご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。  

 このような点数の差がついてますので、余り議論する必要もないかなと思いますけれど

も。 

 後ほど附帯意見みたいなものを足すこともありますので、何か感想めいたものでも構い

ませんので、何かご意見があれば。  

 委員いかがですか。  

○委員  結局、このゴルフ場経営管理ということは、やっぱり経験が相当いるかなと、

お話を聞かせていただいて。この「提案書」を見ると、なるほど、やっぱり、もう１０年

やったのと今回初めて入るということは、同じような「提案書」でなっていますけど、内

容がちょっと違ったようなとこがありましたが、やっぱり、経験が物を言っているかなと。

そういうことで、やっぱり内山さんのほうが少し上かなと。  

○部会長  ありがとうございます。  

 多分、ほかの委員さんも同じようなご意見かなと思いますので。  

 そうしますと、千葉市民ゴルフ場の指定管理予定候補者として最優秀提案を行ったのは、

応募者の内山緑地建設株式会社関東支店で、第２順位として、応募者スポーツクラブＮＡ

Ｓ株式会社というふうにすることでよろしいでしょうか。  

（異議なし）  

○部会長  それでは、次に選定理由として、応募者の内山緑地建設株式会社関東支店の

提案内容において、優れている点や工夫している点、あるいは指定された場合における運

営などの附帯意見について、具体的に意見をいただきたいと思います。  

 今、委員のほうからいただきましたけれども、一つとしては、実績が多いということで

しょうかね。他にご意見いただければと思うのですが。 

委員、いかがでしょうか。  

○委員  やっぱり今、委員が言われたように１０年の実績があるということで、やっぱ
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りきめ細かく、ジュニアからシニアに至るまで、レディースも含めて、いろいろ工夫して

利用者を増やすような努力をしているということで、非常にいい結果が出てると思ってお

ります。 

○部会長  応募者自身がおっしゃっていましたけど、ここ何年かでようやく芽が出てき

た感じでしょうかね。  

○委員  そうですね。 

○部会長  そうすると、次期については、更に躍進していけるような。  

○委員  そうですね。それから、ゴルフの競技人口というのは非常に全国的には減って

いるのですけども、その中で増加させているということは、非常に企業として努力してい

ると思いますので。  

○部会長  そこが評価対象だということですかね。  

 委員、いかがでしょうか。  

○委員  だいたい同じなのですけど、実際やってきたことに基づいて具体的な提案があ

ったということで、よかったということでいいと思います。  

○部会長  今後の運営における意見等ございますでしょうか。注文つけるとしたら。  

○委員  一つ、話の中で、新たな予約システム云々というところが、ちょっとまだ具体

的じゃなかったかなという気がしたので、そこを進めてほしいなと思います。  

○部会長  予約システムの改善とそれを含む利用者支援を。 

○委員  そこにつないでほしいということで。  

○部会長  更にご尽力いただきたいという、そんな感じでしょうかね。  

○委員  そこは何か、ＮＡＳの方がちくって言っていましたね。  

○委員  そこも何か、それがいいのかわからないですけど、そこがちょっとよくないの

でという。  

○部会長  ユーザーとしてのご意見ですから、そこはね。  

 応募者も自覚されていたようですので、やっていただけるといいですよね。 

○委員  具体的な、ちょっと話がなかったですよね。  

○委員  はい。 

○部会長  委員、いかがでしょうか。  

○委員  この結果、妥当だと思いますし。前回の評価のときに数字的にも結果が出たし、

その背景には、利用者のアンケートでも満足度が結構、高かったように思います。やれる

ことは全部やってきた結果だったと思うので。特に前回の評価のときには替える理由はな

いのかなと思ったのですけど、今日、こういうことで、結果としてもう一回やってもらう

ので、引き続き選定されたことに甘んじずに、新しい取組みをやってほしいということ。  

 それから、具体的に一つ注文するとしたら、障害者のゴルフやってもらうのを、推進す

るということでしたけど、その一方で障害者雇用をこの施設でもぜひ、募集をしているの

ではなくて、結果として採用して働いてもらっていますよという実績を、この期間中にぜ

ひお願いしたいなというのが、もう一つ注文つけたいところです。  

○部会長  利用者のみならず雇用の側面でも障害者支援をしていただきたいと、そうい

うことですかね。わかりました。  

 何か提案に優れていた点であるとか、工夫が見られた点とかがありましたら。  
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○委員  これからだから、障害者のプレイをしっかりとやるということで、これはなか

なかこれからいいかなと思う。ゴルフ人口が減る中、障害者もどんどんやってくださいと

いう、多少は、だから利用者も増えてくるかなと思う。そういうのいいかなと思いました。 

○部会長  障害者スポーツというのは、市の施策でもあるのですよね。  

○安藤生活文化スポーツ部長  そうです。大きな柱の一つです。  

○部会長  市とも更に連携してという。  

○安藤生活文化スポーツ部長  重点的に取り組むべき事項だと思います。 

○部会長  わかりました。ありがとうございます。  

○委員  これ、障害者の、ちょっと私もよくわからないのだけど、身体障害者と精神障

害者いますよね。ゴルフの場合は両方できるのですかね。精神的な障害者も。主に障害者

というと身体的なほうばかり考えちゃうのだけども。ゴルフの場合そういうふうのあるの

ですかね。知的障害のほう。  

○委員  それは程度によると思いますね。  

○安藤生活文化スポーツ部長  身体障害者の方でも、ゴルフなさる方いらっしゃいます

ので。例えば、片手がなくて義手をしている方なども固定をしてやっているという方もい

らっしゃいます。 

 残念ながら、余り普段コースで見ることはないのですが、そういう方々が市を介して市

民ゴルフ場をお使いいただいて、障害者スポーツとしての、ゴルフというのを展開してい

ただければ、千葉市としてもいいことなんだというふうに思っております。 

○委員  車椅子を導入して何かやるというのもちょっと言ってましたね。 

○委員  車椅子だと、クラブも違うでしょう。 

○委員  違うと思いますよ。長さが違うし。 

○部会長  理由に示したいので、何か優れた点とか工夫が見られた点というのがあれば、

もし。 

○委員  あと、落雷事故で亡くなった例も何例かあるでしょう。落雷事故の対応も、こ

の内山緑地のほうもよく、かなりやっている。予報システムもあるし、やっていると思う

のですね。ＮＡＳのほうは全然そういうの、落雷の関係が全然出てこなかったね。 

○安藤生活文化スポーツ部長  提案にはないですけど、基本的にはゴルフ場は落雷のた

めの機器を入れることには大体なっていると思いますので。多分、ＮＡＳさんのほうとし

ても、そういうことは必須であろうというふうに思っております。 

○委員  落雷という表現はこれ、ＮＡＳさんのほうないんだよね、こっちは具体的に詳

しく書いてあるので。 

○安藤生活文化スポーツ部長  今の段階では、ＮＡＳさんの頭にはないのかもしれませ

んが、必須になっております。 

○部会長  他に、ご意見等ございますでしょうか。 

 委員。 

○委員  優れていると思った点ですけれども、管理運営の執行体制で人の配置、これが

非常に具体的で、必要十分、かつ、きめ細かい配慮をされているのかなというふうに感じ

ました。 

 あとは有資格者、これの配置についても、いろんな資格をお持ちの方を常駐させるとい
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うのが非常に多くて、この辺が評価できるなと思います。 

○部会長  やっぱり実績を踏まえて、現実的な数字を提案できるという。そういった面

が優れているというご意見がありました。 

○委員  先ほど、これ、２３ページに障害者用の車椅子を購入しますって、内山緑地が。

２３ページ下のほうですね。コース内に障害者用車椅子を導入します。これは、いいこと

ですよね。 

○部会長  検討しますと書いてある。実際のニーズもありますので、分かりませんけど、

前向きに検討していただければ。 

○委員  １回見てみたいな。障害者のやっているところを。 

○委員  車椅子だと、タイヤは太いのですかね。 

○委員  どうなのですかね。 

○部会長  ご意見としては、大体そのような感じでよろしいでしょうか。 

（なし） 

○部会長  それでは、選定理由としまして、皆さんのご意見、あるいは採点表を確認し

ますと、まず、説明として、内山緑地建設株式会社関東支店が総得点で最も勝っていたと

いうこと。２番目、特に管理運営体制において、有資格者の配置など、具体的できめ細や

かな配慮がなされている点において優れていたということ。また、３番目、実績を踏まえ

て幅広い層を取り込む事業を行うなど、事業内容が具体的である点において提案に工夫が

見られた。そういうことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○部会長  また、附帯意見としましては、利用促進のために予約システムの改善につい

て着実に取り組まれたいということ。障害者の利用、あるいは雇用を着実に行い、雇用面

からも障害者支援を行っていってほしいということ。あるいは、市や関連団体と連携を図

っていってほしい点、そういう意見が出ておりました。 

 これを踏まえて、私と事務局で調整して意見をまとめていくということでご一任いただ

ければと思いますが、いかがでしょうか。 

(異議なし) 

○部会長  それでは、千葉市民ゴルフ場の指定管理予定候補者とすべきものは、最優秀

提案を行った、応募者内山緑地建設株式会社関東支店とします。 

 千葉市民ゴルフ場の審査は以上となります。 

 よろしければ次の議題に移ります。 

 次の議題２「今後の予定について」に入ります。 

 事務局でご説明お願いします。 

○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させていただきます。資

料４をご覧願います。 

 本日の部会の報告につきましては、部会長より市民局指定管理者選定評価委員会の会長

にご提示いただきまして、その後、会長から市長宛に委員会として答申をしていただきま

す。 

 この委員会の答申を受けまして、市は指定管理予定候補者を最終的に決定することとな

ります。その後、すべての応募者へ選定結果を通知し、指定管理予定候補者と仮協定を締



 

 ―３０― 

結いたしまして、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

指定議案を提出し、議決をいただきました後、基本協定書を締結し、平成３０年４月から

指定管理開始となります。 

 なお、本日の会議の議事録につきましては、後日、委員の皆様にご確認をお願いいたし

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 選定後の流れについて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。よろしいでし

ょうか。 

（なし） 

○部会長  最後に、議題３「その他」ですけれども、委員の皆さんから何かございます

でしょうか。 

（なし） 

○部会長  では、皆様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。 

 じゃあ、事務局にお返しします。 

○安藤生活文化スポーツ部長  本日は、長時間にわたり、ご審議の程、ありがとうござ

いました。今回の部会をもちまして、今年度の部会は最後となりますので、私のほうから、

一言ご挨拶をさせていただきます。 

 ６月の第１回スポーツ部会から３回にわたりまして、大変お忙しい中をご出席いただき、

慎重なるご審議をいただきましたこと、誠にありがとうございます。 

 おかげさまで各スポーツ施設の年度評価、市民ゴルフ場の総合評価、そして３０年度か

らの指定管理者の選定を無事終えることができました。 

 平成３０年度の最初の部会は例年ですと、委員改選前の６月から７月にかけて開催する

予定となっておりますので、委員の皆様には引き続きお力添えをいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○渡邊文化振興課長補佐  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３回スポーツ部会を閉会いたします。 

 お手元の採点表と集計表につきましては回収させていただきますので、机上に置いて行

っていただければと思います。 

 本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 


